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疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1180回（本年度 第23回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のビジターは、2660地区のガバナーノミニーデジグネートであ
る茨木RCの簡様と三好様をお迎えしております。

今年度の通常例会も本日が最後となります。今年度の半期が過ぎて
地区もクラブも新年に向けた準備が本格化してきました。

今年度は周年行事などが重なり、忙しい半期でしたが、大きな問題も
なく終えることができ、皆様方のご協力に感謝申し上げます。

次回の例会は、クリスマス家族会になります。親睦委員会の皆様に企

本日のプログラム

次回 1/11 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■新年初例会
●卓話　会長・幹事年頭挨拶
　村橋 義晃 会長・辻 義光 幹事
●職業奉仕クラブフォーラム
　担当：早瀬委員長
　講師：北村 讓 様（地区職業奉仕
　　　  委員長）
■第8回2月度理事会
　14：10～　アメジストルーム

♬SONG : 「4つのテスト」
■クリスマス家族会
　18：00～  例会　桜苑
　18：30～  クリスマス家族会　桜苑
※次週12月28日（木）及び、来年1月4日
（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



2017-18年度第1179回（第22回例会）
幹事報告 (12/14)

幹事  辻 義光

■本日は年次総会です。次年度理事･役員の選任の
決議を行います。

■12月21日（木）の例会は12月23日（土）に振り替え
となります。
　お間違えの無い様にお願いいたします。

■12月23日（土）例会とクリスマス家族会です。

　1．例会　　18：00

　2．家族会　18：30

■12月28日（木）は休会です。

■来年1月11日（木）、新年の初例会です。
　村橋会長、辻幹事の新年の挨拶のあと、職業奉仕
委員会フォーラムがあります。

画から当日の進行に至るまでお世話をお掛け致しま
すが、どうぞ宜しくお願い致します。

後程に開催する年次総会において、次年度理事役員
候補者の承認決議を経て、次年度理事役員が正式に
決定される事となります。宜しくお願い致します。

下半期においても次年度に向けた引継と準備に皆様
のご協力をお願い致します。

　例会終了後、14：10より第8回2月度理事会があり
ます。理事役員の皆様、出席おねがいいたします。

■地区より「地区ロータリー財団補助金管理セミ
ナーの案内」が来ております。
　会長エレクト、会長ノミニー出席お願いいたします。
　財団補助金プログラムにクラブが参加するための
要件は、「財団補助金管理セミナー」への出席と、ク
ラブ覚書の署名、提出です。

■地区より「2017-18年度第2回クラブ国際奉仕委
員長会議のご案内」が来ております。

　1．日時：2018年1月20日（土）10：00～12：00

　2．場所：OMMビル2階　会議室

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）出席
義務について」の案内が来ています。

　1．日時：2018年3月3日（土）

　2．場所：大阪国際会議場

　西田会長エレクト、出席お願いいたします。

本日のメニュー

ライトミール
　ちらし寿司　柚子豆腐　赤出汁

高島会員と栗山会員が
地区からの委嘱状をそれぞれ受けました



年次総会　次年度理事・役員他決定

2017-18年度 指名委員会による指名者
2017年12月14日（木）に2017-18年度年次総会を開
催し、下記（表）の会員が選任されました。

次々々年度会長

次々年度の幹事

次年度の会計

次年度のSAA

次年度の理事

金森 市造

安達 昌弘

北村 　薫

檜皮 悦子

村上 俊二

北村 　讓

戸田 佳孝

辻　 義光

井本 万尋

嶽下 勇治

会長エレクト　西田 末彦

会員の皆様には次年度の理事・

役員候補者全員の承認を頂き有

難うございました。

まだ次年度の方針は決めており

ませんが、本日承認頂きましたこ

の理事・役員のメンバーを中心に

会を運営していきたいと思っております。

しかしながら会員全員の皆様方のご理解とご協力が無け

れば出来るものでは御座いません。次年度は会員の皆様

直前会長　村橋 義晃

次年度は、直前会長として理事会

メンバーとなります。年明けから

は、次年度の準備と年度移行が

本格化します。新年度のスタート

に向け、西田会長、藤本幹事を陰

ながらサポートしてまいります。

次年度 幹事　藤本 淳司

この度は、次年度理事・役員候補

につきましてご承認ありがとうご

ざいます。

次年度の幹事を拝命いたしまし

たが、その重責に身が引き締まる

思いで御座います。年も若く経験

不足は否めませんが、その若さを逆に活かせればと存じま

す。また、皆様にご指導いただきながら、この大阪中之島

ロータリークラブを盛り上げ活性化できればと考えており

ます。

次年度は西田次年度会長の元、掲げる方針に沿ったクラブ

運営に努め、しっかりと次年度会長・クラブをサポートして

いく所存で御座います。どうぞ宜しくお願いいたします。

方一人一人全員のお力をお借りして大阪中之島ロータ

リークラブを盛り上げていきたいと考えております。



次年度 会員増強･維持小委員長

辻 義光

まずは大阪中之島RCに相応しい

会員候補者7名の推薦を会員

方々の協力を得て確保します。

またその候補者にロータリーの

素晴らしい活動説明を行い、粘り

強く入会へ誘います。

次年度 クラブ奉仕委員長

金森 市造

若輩ならぬ老輩の身ではござい

ますが、各委員会の充実した運営

を通じ大阪中之島ロータリークラ

ブの活性化を目指して尽力する

所存でございます。

次年度 職業奉仕委員長

村上 俊二

昨年の満村委員長、今年度の早

瀬委員長と、職業奉仕委員会の

行事が増えとても活性化している

ので、次年度もこの勢いを持続さ

せるべく努力する所存です。

次年度 例会運営小委員長

木村 眞敏

来年度は西田年度でありますが、

私は例会運営小委員会委員長と

して、西田会長らしく、つまり、楽し

く明るい例会運営に尽力したい

ものと思っております。

次年度 社会奉仕委員長  北村 讓

25周年を一つの区切りとして、今

までの奉仕活動の見直しをします。

今年度の辻一夫委員長の意見も

参考にしたいと思います。

その為、現在、良い奉仕活動の調

査をしております。

どちらにしても、我がクラブに相応しい奉仕活動を目指し

たく思います。

次年度 会員研修小委員長

 嶽下 勇治

2018-19年度の会員研修小委員

会委員長を拝命しました嶽下勇

治でございます。

会員研修小委員会委員長は、会

長経験した後、3年後に委員長に

なることとなっています。まだまだロータリー経験が浅く、指

導するというよりもこの機会に皆さんと共に勉強していき

たいと考えています。

どうかよろしくお願い致します。

次年度 親睦活動小委員長　井本 万尋

来年度、親睦活動小委員会の委員長にご承認いただきまし

た井本です。よろしくお願いいたします。

まだ、私は入会歴も浅く若輩者でありますので先輩方々の

ご指導を賜りながら精一杯やって

いきたいと思います。

特に、会員、会員家族における親

睦活動、レクリエーションはもとよ

り、ひいては新しい会員を増やし

たくなる会員増強にも繋がるよう

な楽しい企画を考えていきたい

と思っております。

皆様方のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。



【’18年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

-

1181

1182

1183

-

24

25

26

休会③

会長、幹事新年の挨拶
職業奉仕委員会クラブフォーラム

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会
村橋会長、辻義光幹事
職業奉仕委員会：早瀬委員長

卓話担当：檜皮会員

夜例会

◆地区チーム研修セミナー 

日　時：2017年12月14日（木）　13：40～14：15
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村・杉村・北村（譲）・下岡・早瀬・辻（一）・嶽下・辻（義）・藤本　以上11名（敬称略）
配布資料：
　１．大阪中之島RC創立25周年記念式典・祝宴　収支報告書
　２．出席一覧表2017-18
　３．「2018学年度 米山奨学生配置に関するクラブ意向調査」

2017-2018 年度 第7回　1月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

本日は上半期、最後の理事会です。来週のクリスマス
家族会を最後に上半期の事業は最後となり年が明け
て、次年度に向けての準備に大きく舵を切って行くこ
とになります。皆様には次年度の理事会に繋がるよう
にご協力を戴ければと存します。

【審議事項】

1. 大阪中之島RC創立25周年記念事業会計報告の件

・インターアクト事業の支出分を大阪中之島基金より

25周年積立口座に振り替えする。

・会員登録料、家族参加料計￥370,000は25周年積

立口座に入金し未収金については明確化する。

2. 松任会員の出席率の件

・村橋会長に一任する。

本人と面会し本人の意志を確認する。

3. 次年度 米山奨学生の受け入れについて

・次年度も継続し期間は1年とする。

・奨学生は台湾より受け入れ、女子学生とする。

　⇒［ 承認 ］

4. 次年度地区広報委員の推薦について 

候補者：井本会員

村橋会長に一任

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

皆様、本日はありがとうございます。来週はクリスマス
家族会ですので当日は大いに盛り上げて行きたいと
存じます。年が明ければ下半期が始まりますので引き
続き皆様にはご協力をお願い致します。

次年度 SAA担当　檜皮 悦子

次年度、西田会長年度SAA担当

の拝命を受けました檜皮でござ

います。

ロータリーの基本である例会運

営を委員の方々と共に、会員同

士が胸襟を開き親交を深め、共

に話し合えるような楽しい雰囲気の例会を運営したいと思

います。会員の皆様方のご協力宜しくお願いいたします。

次年度 会計　北村 薫

適正な財政基盤の確立に努め、

日々の会計処理を迅速適正に行

なうよう努力いたします。



ニコニコBOX

村橋：茨木RC簡様、三好様をお迎えしてニコニコ

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：とても寒いですね。皆様健康には気をつけて
頑張りましょう！

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：①簡様ようこそ
②吉田さん、戸田君の本を有難うございます。

下岡：ニコニコ

村上：寒い日が続きますが風邪をひかないように健
康に気をつけましょう。

檜皮：茨木RC簡様、三好様ようこそお越しくださいま
した。

北村（薫）：ホームクラブ例会欠席のお詫び

茨木RC　簡 仁一 様：
これからもよろしくお願い致します。

茨木RC　三好 千代子様：
今年も大変お世話になりました。来年もよろし
くお願いします。早いですが、皆様どうぞ良いお
年をお迎えください。

本日合計 : ￥26,000
累　計 : ￥925,000

14 ●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.00 %
11月16日の修正出席率 96.55 %

●メイクアップ
井本 万尋 11月19日 三世代合同社会奉仕事業
北村 　薫 11月19日 三世代合同社会奉仕事業
北村 　讓 11月10日 地区大会晩餐会
梅原 一樹 11月10日 地区大会晩餐会
戸田 佳孝 11月30日 職業奉仕委員会
坂本　恵 11月27日 国際奉仕委員会

12

●本日のビジター
 茨木RC 簡　 仁一 様
 茨木RC 三好 千代子 様

【’18年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1188

1189

1190

1191

1192

31

32

33

34

35

卓話担当：金森会員

卓話担当：木村眞敏会員

卓話担当：北村譲会員

卓話担当：栗山会員

卓話担当：松任会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

【’18年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

1184

1185

1186

1187

27

28

29

30

委員会報告

国際奉仕委員会クラブフォーラム
各国米山奨学生パネルディスカッション

三世代合同例会

第3回クラブ協議会

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

各委員長

卓話担当：井本会員

国際奉仕委員会 :
嶽下委員長

IM6組会長・幹事会
　日程：2/23（金）18：00～

PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/3（土）
IM6組（11クラブ）ロータリーデー
　日程：3/17（土）

茨木RCの簡 仁一 様がお見えになりました。


