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平和と紛争予防/紛争解決月間
月間テーマ（2月）

第1185回（本年度 第28回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

2月は、「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。

平和な現代の我国では、国際的な紛争を実感することはありません
が、世界の歴史が移り変わっても何処かの国では、戦争や紛争が無く
ならないのが現実です。

先日訪問したベトナムにおいても悲惨な戦争から40年以上経った今
でも親子三代に亘り、枯葉剤の後遺症に苦しむ人々が多く存在する
のも事実です。

国際平和に取組むロータリーの奉仕事業に参加しながら、その裏側

本日のプログラム

次回 2/15 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　事故と損害サービス
　井本 万尋 会員
■第1回 ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第9回 3月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　国際奉仕委員会

クラブフォーラム
　嶽下勇治委員長



2017-18年度第1184回（第27回例会）
幹事報告 (2/1)

幹事  辻 義光

■本日は委員会報告です。各委員長よろしくお願い
いたします。

　例会終了後、第3回クラブ協議会があります。各委
員長ご出席よろしくおねがいいたします。

■2月8日（木）の卓話は井本会員です。井本会員よろ
しくお願いいたします。

　11：30より2018-19年度第1回ノミニー理事会が
あります。次年度理事、役員の皆様ご出席のほどお

で起こっている悲惨な現実に憂いを抱きます。

2月になり、次年度の準備に向けた行事が始まりま
す。2月3日にR財団補助金セミナーが開催され、会長
エレクトの出席と覚書の提出が、次年度の補助金申
請の必須条件になります。

2月10日開催の地区チーム研修セミナーは、次年度
の地区委員を対象に地区委員会の活動準備を進め
ていく為のセミナーです。

2月22日は、三世代合同例会を開催し、大阪天満橋
RC・大阪大手前RCとの合同例会にて、三世代合同社
会奉仕事業として行った水上隣保館への支援事業
の報告を合せて行います。

3月3日は、PETS・会長エレクト研修セミナーにて、会
長エレクトの研修が行われます。

3月14日には、太閤園3RC合同懇親会が予定され、
17日には、IM6組のロータリーデーが開催されます。

4月7日には、次年度の為の地区研修協議会の開催と
続き、残りのクラブ行事と次年度の準備行事が予定
されています。

下半期の予定を滞りなく進められる様、皆様のご協
力をお願い致します。

願いします。

　また例会終了後、3月度理事会があります。本年度
理事、役員ご出席のほどお願いします。

■2月15日（木）の卓話は国際奉仕委員会クラブ
フォーラムです。

　今回はモンゴル、インドネシア、ネパールの米山奨
学生、学友会の皆様に各国のお話していただき、
会員の皆様と討論していただきます。

　嶽下国際奉仕委員長よろしくお願いいたします。

■地区より｢2018-19年度のための地区チーム研修
セミナー｣のご案内が来ています。

　このセミナーは次期委員長と地区委員が新年度に
向けて就任に備える為に開催されます。次年度地
区委員の皆様はご出席のほどお願いいたします。

　出欠の回答は2018年1月26日まで。

　1．日時：2018年2月10日（土）13：00～16：54

　2．場所：大阪国際会議場 3階　イベントホールA

■地区の「第2回クラブ社会奉仕委員長会議」があり
ます。

　1．日時：2018年2月17日（土）10：00～11：50

　2．場所：大阪社会福祉指導センター

■2月22日（木）三世代合同例会です。

　1．時間：集合 12：15　写真撮影
　　　　  例会 12：30～14：00

　2．場所：ガーデンホール

■地区より「第2回地区献血のご案内」が来ています。

　この事業は地区の社会奉仕プロジェクトの一環とし
て大阪赤十字血液センターとのタイアップにより地
区ローターアクトが長年取り組んでいる事業です。
　参加希望の方は事務局へ連絡お願いいたします。
ただし65歳以上のロータリアンは献血できません
が、献血運動への呼びかけなど応援協力となります。

　1．日時：2018年2月25日（日）

　2．場所：難波バス停横、イオン大日前、京橋駅前、
　　　　  樟葉駅前、梅田HEP前

■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。



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持委員会、例会運営小委員会、親睦活動小委員会、会員研修
小委員会、職員奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計

クラブ奉仕委員会　木村 眞敏委員長

今年度の上半期、親睦委員会ではクラブ創立25周年や

クリスマス会が盛大に行われ、会員相互の親睦が深めら

れました。

会員増強維持委員会においては、若年層の入会の促進

を目的として頑張ってもらっています。

会員研修委員会においては、下半期において情報集会

を予定されています。

例会運営においては、「ソング」等の各部門が、円滑な例

会運営に尽力いてくれているおかげで、充実した例会運

営が実現していると思います。

会員増強・維持委員会　杉村委員長

2018-19年度上半期においては丸山会員・北村薫会員

の入会がありました。

その一方で残念ながら松任会員の退会があり増員1名

となりました。

親睦活動小委員会　北村 讓委員長

１．9月16日（土）家族親睦会　バーベキュー

場所：此花区舞洲　ホテル・ロッジ舞洲

森とリルのBBQフィールド

例会運営小委員会　西田委員長

例会の雰囲気は、中之島ロータリークラブらしく良いと

思います。会報もソングも良く頑張って頂いて何の問題

も無いと思います。

ただ一つ最近出席率が悪くなっているのが気になります。

これは会員増強と一緒でなかなか難しい問題で、これと

いった決め手がないのが現実です。会員一人ひとりの心

がけ次第の所が有ります。

元々会員数が多くないので出来るだけ主席率が上がる

のを期待したいです。

下半期においても会員増強に努めて参ります。ご協力を

お願い申し上げます。



職員奉仕委員会報告　早瀬委員長

職業奉仕の中間報告ですが、1～5番の行事があります。

1番は創立25周年の記念の一環として、陽松庵で座禅会

を行いました。

参加人数は台北福齢RC19名、大阪中之島RC21名です。

中之島会員には8,000円をご負担いただきました。

当日は生憎台風の強い雨の中、中之島会員のご協力で

乗り切ることができました。

①1月は職業奉仕月間ですので、1月11日に地区職業奉

仕委員長の北村譲氏に講演をお願いしています。

②株式会社ユニバーサル園芸社の職場訪問は2018年

1月18日の例会後に訪問しました。

③ユニバーサル園芸社、1月18日、会社訪問の折に、森

坂社長様と日時を4月5日に決定と致しました。

移動例会ですので、2月8日の理事会に議案として提

出し、決定してもらう予定です。

会員研修小委員会　下岡委員長

研修委員会は4/5開催

委員会後、親睦委員会合同で懇親会

時間：15：00～19：00（4時間）

参加人数：約49名

会費：大人¥8,000、大学生・高・中学生¥4,000円、

　  　小学生¥3,000

集合場所：舞洲スポーツランド

楽しく親睦を図れました。

２．10月21日（土）創立25周年記念祝宴　18：00～

クラシック音楽の演奏　日本テレマン協会所属

高曲伸和氏（歌手）、（他弦楽五重奏）

質素な中にも厳かに、そして、参加者の親睦も図れま

した。

３．12月7日（木）京都「楽味」で新入会員歓迎会・親睦委

員会忘年会開催。　18：00～

４．12月23日（土）クリスマス家族会　18：30～

太閤園　桜苑（庵）

参加者：51名

①クラシック音楽の演奏　高嶋優羽氏（歌手）、（他ピ

アノ、バイオリン） 

②Mr.オクチ氏による手品ショー

③くじ引き

５．1月25日（木）上半期新入会員歓迎夜例会開催しま

した。

平成30年2月1日まで11回の委員会を開催しました。

今後の予定

６．親睦会　下半期の行事を勘案して決定。

７．6月26日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

下半期も皆さんのご協力宜しくお願いします。



SAA委員会　山本委員長

12月21日、SAAと親睦、役員の一部で来期のSAAの方

針を打合せました。

1．前期と同様に当日の司会とニコニコを後期も全

期間に決めておく事にする

1．月に1回位、座席の変更を提案するが全員毎回自

由席が良いとの意見有り、その様にする（親睦を

深め楽しい例会にする事が出来る）

1．出席するのが楽しくなり出席率の向上になるよう

にする

以上の今年の活動方針に例会の基本は全員が楽しく

出来る例会、楽しい例会こそが親睦を深め奉仕に繋が

るようにしたい

国際奉仕委員会　嶽下委員長

国際奉仕委員会の活動は、これからの下半期に集中して

います。

実施内容は、下記の通りとなっています。会員皆様方の

ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

①1月21日（日）からベトナムVTT事業の補完活動を実施。

参加頂きました皆様方には心からお礼申し上げます。

②2月5日（月）国際奉仕委員会クラブフォーラムに向け

ての打合せ懇親会を実施

③2月15日（木）国際奉仕委員会クラブフォーラムで米山 会計　嶽下会計

社会･青少年奉仕委員会　辻 一夫委員長

社会奉仕委員会は、おおむね前期で行事を終了致しま

した。11月19日の三世代合同社会奉仕事業である水上

隣保館への奉仕、そして、恒例の成美学寮への「餅つき

大会」奉仕。残るは、2月22日の三世代合同社会奉仕事

業報告会となっております。

行事としては以上でありますが、社会奉仕事業の在り方

については、かねて御承知の通り議論のあるところであ

り、次年度においては約20年継続してきた成美学寮へ

の奉仕も含めて検討が必要であろうと思われます。

学友会の皆様との交流会（インドネシア、モンゴル、ネ

パールの学友の皆さん）

④6月9日（土）台北福齢RC20周年記念式典への参加と

奨学金支援

⑤6月23日（土）ロータリー国際大会　カナダ（トロント）



第3回　クラブ協議会（2017～2018年度）
日　時：2018年2月1日（木）　13：40～
場　所：太閤園　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村・早瀬・辻（一）・嶽下・山本・杉村・
　　　  北村（譲）・下岡・辻（義）・藤本　以上12名（敬称略）

開会の挨拶　村橋会長

例会に引き続きありがとうございます。本日の例会で

は各委員会報告をお願い致しましたが、クラブ協議

会では委員会報告と違う角度から皆様に忌憚のない

ご意見、活発な議論をお願い出来ればと存じます。ど

うぞ宜しくお願いいたします。

1. クラブ奉仕委員会 木村委員長

会員研修について
 ・新入会員研修会の実施状況を確認
 ・情報集会の実施状況、方法を確認

会員増強について
 ・今年度の会員増減を確認

2. 会員増強・維持小委員会 杉村委員長

・家族親睦会または同好会や委員会の懇親・親睦
会にゲストとして招待し、クラブに興味を持っても
らい会員増強に繋げる

3. 例会運営小委員会 西田委員長

・例会は大変良い雰囲気で実施出来ている

・例会出席率が低いので出席率の向上が課題

4. SAA 山本委員長

・下期は例会を指定席にする案を検討したが親睦
のある会員同士が、より親睦を深める為には自由
席の方が良いのではとの意見が多く下期も引き
続き自由席で例会を実施する

5. 親睦活動小委員会 北村譲委員長

・上半期新入会員歓迎夜例会・クリスマス家族会
はプログラム内容を工夫し実施した

・次年度のクリスマス家族会は多くのご家族が参
加出来るように実施日を検討する必要がある

・姉妹クラブ台北福齢RC20周年祝賀会に訪問す
る際に家族親睦会を実施する事を検討

6. 職業奉仕委員会 早瀬委員長

・インターアクトクラブ開明中学校への出前事業を
検討しており、講師として弁護士を派遣し弁護士
について講演する案を検討しているが、開明中学
校と事業の実施が可能であるか、また講演内容、
日程等についても調整が必要

7. 会員研修小委員会 下岡委員長

・4月4日に新入会員研修会を親睦活動小委員会
と合同で行い、研修会の後、合同懇親会を実施す
る計画案を検討

8. 社会青少年奉仕委員会 辻一夫委員長

・次年度も成美学寮事業、大阪水上隣保館の支援
を継続するのか検討が必要

9. 国際奉仕委員会 嶽下委員長

・国際奉仕活動の参加会員が固定化され、参加人
数が増えない。そこで国内での事業を検討し会員
が参加しやすい環境をつくり、また国内であれば
費用面でも負担が少なく参加率も向上するので
はないか

10. 会計 嶽下委員長

・上半期の収支は計画通り実行できている。しかし
下期会費の未納者が多い事が懸念される問題点
である

閉会の挨拶　西田会長エレクト

皆様、お疲れ様です。本日は沢山のご意見、議論を
ありがとう御座いました。今年度も後5ヶ月御座いま
すので引き続き宜しくお願いいたします。



【確認、報告事項】

1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 三クラブ合同懇親会打ち合わせ事項について

平成30年3月14日（水）18：00～20：00
受付：17：30～
場所：太閤園　桜苑2階
会費：1万円
・2月末までに参加者リスト提出

日　時：2018年2月1日（木）11：30～11：40
場　所：太閣園2F
出席者：木村・北村（譲）・栗山・嶽下・丸山・藤本　 以上6名（敬称略）
議事進行：北村委員長
議事録作成：藤本副委員長
配布資料：
 1. 第11回 親睦活動小委員会レジュメ 2. 第11回 親睦活動小委員会出欠表（2P）
 3. 第10回 親睦活動委員会議事録 4. 三クラブ合同懇親会打ち合わせ事項
 5. 12月23日（土）クリスマス家族会決算書

第11回　2017-18年度親睦活動小委員会議事録

・ピアノ演奏と合わせて歌を唄いたい人を確認
・2月7日（水）までに内容詳細連絡あり
・当日の例会開始時間は17：00～

3. 12月23日クリスマス家族会決算書について

・決算書の収支確認　

4. 次回親睦活動小委員会日程

日　時：3月1日（木）11：30～
場　所：太閣園2階

【確認、報告事項】

１．日本にいてもできる国際奉仕の趣旨の確認

2. 三名の出席者の発表内容のイメージ説明

3.平成30年1月下旬頃に最終打ち合わせをする

日　時：2018年2月5日（月）18：00～20：00
場　所：創作ネパール料理シュレスタ
出席者：木村橋会長、辻幹事、嶽下委員長、坂本副委員長、
　　　　辻一夫委員、丸山委員、安達委員、
　　　　米山学友会 シュレスタ会長、ギタさん、ダリアさん
議事進行：嶽下委員長

2017-18年度国際奉仕委員会打合せ議事録

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「米山功労者
メジャードナー達成」（１００万円以上）の表彰を受けました。 台北福齢RCのC.P.HENRY様がお見えになりました。



杉村会員がインターアクト委員の委嘱状を受けました

高島会員が諮問委員、戦略計画委員会アドバイザーの
委嘱状を受けました

檜皮会員が国際奉仕委員の委嘱状を受けました

井本会員が広報・情報・公共イメージ向上委員の
委嘱状を受けました

福田会員がIM第6組ガバナー補佐の委嘱状を受けました

栗山会員が米山奨学委員の委嘱状を受けました

村橋会長がロータリー財団委員の委嘱状を受けました



公益財団法人ロータリー米山記念奨学会財団設立５０周年記念式典
ロータリー米山記念奨学会は2017年度に財団法人設

立50周年を迎え、米山梅吉翁生誕150周年となる、2月

4日東京・お台場にて記念式典が開催され、高島PDG代

理として出席させていただきました。

前日、前夜祭として新橋にて“東京NIGHT”が開催され会

場は8カ国以上の学友会皆様のエネルギッシュな若さ

で満ち溢れておりました。

また、私自身も素晴らしい出会いがありました。村橋会

長がカウンセラーをされました、元奨学生のメイちゃん

からお声賭けを頂き、ひと回りもふた回りも大きく成長

されました彼女を拝見し、1年間という短い期間でした

が、彼女を奨学生として大阪中之島ロータリークラブで

檜皮 悦子

お世話させていただきました喜びを感じました。

翌日、グランドニッコー東京台場にて式典が開催され、

小沢理事長の開会の挨拶・若林副理事長：パストガバ

ナーの乾杯のご発声と共に、700人以上の出席者全員

が次なる50年へ向けた、米山記念奨学事業の新たな第

一歩を祈念しました。

私自身、モンゴル、ネパール、台湾、等々多くの大使の

方々と共にお時間を共有して頂き、貴重な経験をさせて

いただきました。学友会の皆様方が、既にロータリー家

族の一員であること、またロータリー精神を忘れること

なく、母国と日本の架け橋になり今後ご活躍される事を

願いました。



ニコニコBOX

村橋：本日の委員会報告宜しくお願いします。

西田：ヘンリーさん、ようこそお越しくださいました。
ニコニコ

木村：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

早瀬：月初です、ニコニコ

辻（一）：寒くてもニコニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：戸田先生、お世話になりました。昨日無事退院
しました。
風邪引いてますが、インフルエンザとちがい
ます。

高島：新入会員歓迎会欠席のおわび。北村薫さん、丸
山さんごめんなさい。

下岡：ニコニコ

村上：ニコニコ

檜皮：台北福齢RCヘンリー様、ようこそお越しくださ
いました。

戸田：次回欠席します。すみません

栗山：ニコニコ

藤本：ニコニコ

台北福齢RC　C.P.HENRY：
HAPPY VISTIT

本日合計 : ￥49,000
累　計 : ￥1,184,000
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●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 1名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 2名

出席率 93.10 %
1月11日の修正出席率 80.00 %

2

▲お誕生日のお祝い：左より岡本 啓吾会員・安達 昌弘会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より丸山 澄高会員・杉村 雅之会員・
　西田 末彦会員・岡本 啓吾会員・辻 義光会員・村橋 義晃会長

本日のメニュー

小　鉢 竹の子木の芽和え

造　り 鮪　鯛　鰤　妻いろいろ

蓋　物 海老芋　竹の子
 若芽　麩　青味

八　寸 鶏の山椒焼　出汁巻き
 湯葉と蟹　煮穴子の天麩羅

勧　肴 金目鯛煮つけ
 牛蒡　苦情葱　生姜

食　事 白御飯

香の物 二種盛り

止　椀 赤出汁

●本日のビジター
 台北福齢RC C.P.HENRY 様


