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第1200回（本年度 第43回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

先週の例会後に今年度と次年度の理事役員が出席する新旧合同理
事会を開催し、今年度から次年度に向けた引継ぎを含めて各委員会
等の現況について協議致しました。

クラブの理事会については、大半の会員がご承知でありますが、理事
会に出席しておられない会員もおられますので、クラブ理事会の概要
を簡単にお話し致します。

理事会は、クラブ運営に関する事柄についての決定機関であり、その

本日のプログラム

次回 6/7 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●委員会報告
　各委員長・小委員長

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　米山奨学事業について
　嶽下 勇治 会員



■本日の卓話は杉村会員です。杉村会員よろしくお
願いいたします。

年度の運営について責任を担うことになります。

当該年度の6月に7月度の理事会始め、年間12回開
催します。

次年度の理事会は、2月から4月まで新年度の準備の
為にノミニー理事会として開催し、5月の新旧合同理
事会にて次年度に引継がれる事になります。

今回の新旧合同理事会の内容は、週報掲載の議事
録をご覧頂きたいと思います。報告事項の一つにつ
いて説明致します。

次年度の新IM6組ガバナー補佐を福田会員が務め
れらます。次々年度のガバナー補佐に北村 譲会員を
推薦したことをご報告致します。

ガバナー補佐の役割は、ガバナーの補佐を行いIM内
のクラブ訪問や会長幹事会の主催、近年のフレッ
シュロータリアン研修会のホスト役等、会合によって
はサポートに人数を要することもあり、クラブとしてガ
バナー補佐をサポートする事を理事会において了承
された旨をご報告致しますので、ご承知頂きたいと
思います。

■5月31日（木）の卓話は嶽下会員です。嶽下会員よ
ろしくお願いいたします。

■6月7日（木）は委員会報告です。各委員長ご報告よ
ろしくお願いいたします。

■6月14（木）日の卓話は高島会員です。高島会員よ
ろしくお願いいたします。

■6月21日（木）の卓話は山本会員です。山本会員よ
ろしくお願いいたします。

■6月28日（木）は今年度最終例会です。下半期新入
会員歓迎会の夜例会です。
村橋会長、辻幹事の退任挨拶を行います。

■本日、例会終了後新旧合同クラブ協議会があります。
新旧の委員長の皆様出席お願いいたします。

■地区より「第2660地区2018-19年度のための会
員増強セミナー」開催のご案内が来ています。

　1．日時：2018年6月2日（土）14：00～17：00

　2．場所：大阪YMCA 2F大ホール

　西田会長エレクト、辻義光次年度会員増強委員長、
出席お願いいたします。

■地区より「2018年度インターアクト新入生歓迎会」
のご案内が来ています。

　1．日時：2018年6月3日（日）9：30～16：00

　2．場所：相愛中学・高等学校　4階講堂

　井本インターアクト委員長、杉村地区委員よろしく
お願いいたします。

■6月9日～11日は台北福齢RC様20周年事業への
訪問です。ご参加されます会員の皆様よろしくお願
いいたします。

■地区より「My Rotary/クラブセントラル/Rotary 
Showcase IM別説明会」のご案内が来ています。

　1．日時：2018年6月18日（月）15：00～17：00

　2．場所：地区ガバナー事務所

　3．持参品：WiFi可能なパソコン

　4．対象者：会長、会長エレクト、事務局員

　申込は5月18日（金）まで。

■「2017-18年度 青少年交換来日学生 日本語ス
ピーチ発表会及び来日学生・派遣学生 歓送会の
ご案内」です。

　1．日時：2018年6月16日（土）
　　　　 15：30　来日学生スピーチ発表会
　　　　 17：00　来日学生･派遣学生歓送会

　2．場所：シティプラザ大阪 4F

　3．登録料：歓送会参加は5,000円、
　　　　　  スピーチ発表会は無料

2017-18年度第1199回（第42回例会）
幹事報告 (5/24)

幹事  辻 義光



本日は私とロータリークラブについてお話をさせて
いただきます。

私のロータリー歴はまだ10年強なのですが、2年目
で地区の財団の小委員会に所属させていただきまし
た。その時はまだクラブのこと、ましてや地区の委員
会の事も理解していなく本当に手探りの状態でした。

そんな中で懇親会やいろんな集まりに出席させてい
ただき“この際積極的に解らないことは正直にお伺い
しよう、疑問に思うことは相談しよう”と思い実践いた
しました。

そこで、やはりロータリアンの諸先輩方は親切、丁寧
にご指導いただき、また新たな課題もご啓示いただ
きました。

そして翌年には小委員会の委員長を拝命いたしまし
た。また、一番の大きな出来事は我が大阪中之島ロー
タリークラブが高島ガバナーを輩出したことです。そし
て若輩者の私が地区副代表幹事を拝命いたしました。

いままでは、自分の地区委員会活動だけでしたが、各
委員会活動の認識、お世話をする事がメインになりま
した。確かにガバナーエレクト年度・ガバナー年度と
約2年間は、忙しく気は張り詰めていましたが、今から
考えると、あんな充実した時期はなかったと思います。

それは、“ロータリーの事”を勉強させて頂けたという
ことです。

ロータリーでの自分のポジションは自分自身で築き
上げていくものだと考えます。

解る事はもっと深く、解らないことは徹底的勉強する。
そうすればロータリー活動がより一層、充実したもの
になります。

中東地域の話

福田 忠博 会員

ロータリー歴10年になりました

杉村 雅之 会員

ガバナー補佐エレクト会議に始まりガバナー補佐会
議による地区及びクラブの考え方、クラブ委員長会
議においては地区委員会の方針、また諮問委員会で
のパストガバナーの皆様のご意見等、私のロータ
リー活動のある意味“主軸”となりました。

また、ホームクラブにおいても地区での経験させて頂
いた事が大きな“プライド”になっています。あえて“プ
ライド”と申し上げたのは、決して“上から目線”でなく
横からあるいは色んな角度から奉仕活動の在り方、
進め方が見れるという事です。

確かにロータリーはクラブが主体です。しかしロータ
リアンの常識及びインテリジェンスとしてRI2660地
区がどの様な方針で運営しているかを理解し、積極
的に参加するべきです。

ロータリーの諸知識や用語はあらまし文献、インター
ネット等で調べるこができます。

知っておくのは当たり前のことですが、それよりも私
が一番心がけているのは、“ロータリアンとしての高
潔さ”ということです。

昨今はどのクラブ様においても会員増強、退会防止
に力を入れておられると思いますが、高潔さをもった
人、またロータリアンであり続ける以上は高潔さを失
わない事が重要だと考えます。

高潔さとは色んな解釈があります。しかしロータリア
ンである以上やはり“4つのテスト”に照らしてみるべ
きです。

“真実かどうか”　“みんなに公平か”　“好意と友情を
深めるか”　“みんなのためになるかどうか”

これを自分自身に問いかけ答えを導き出すべきです。

また、ロータリアンには様々な方々がいらっしゃいま
す。はるか年上の大先輩、同年代年下、私が学んでい
るのはロータリアンとしての言葉遣い、立ち振る舞い、
ものの考え方です。我々が生きていく上で、いろんな
場面に遭遇します。それぞれの場面における立ち振
る舞い、立ち位置、もちろん言葉遣いは大変勉強にな
り吸収するべきだと思います。

最後になりましが、“ロータリーにNoは無い”と言われ
ます。 “No”と言う一言は簡単で“Yes”と答えることによ
り、より一層勉強させて頂き、ロータリアンとしてまた
自分自身が成長する事だと考えます。



世界に友だちを広げながらボランティア精神と国際
感覚を身につける

インターアクトクラブでは、12～18歳の中学・高校
生が、地元でのボランティア活動や海外のイン
ターアクト会員（通称「インターアクター」）との交流
を通じて視野を広げ、国際感覚を養っています。
ロータリークラブの支援を受けて設立されるイン
ターアクトクラブでは、友だちと一緒に楽しみなが
らロータリーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身
につけます。

インターアクトでできること

インターアクトクラブはたくさんの可能性にあふれ
ています：

• 学校や地元地域でボランティア活動をする

• 異文化について学び、国際親善に貢献する

• 学校や地元地域でリーダーシップを発揮する

• 楽しみながら、世界中に友だちをつくる

インターアクトの活動内容

インターアクトクラブは、少なくとも年に2回、プロ
ジェクトを実施します（ひとつは学校または地元地
域でのプロジェクト、もうひとつは国際理解を促進
するプロジェクト）。インターアクターは、地元ロー
タリークラブからの指導と支援を受けてプロジェク
トを実施し、リーダーシップを養います。

以下の機会にイベントや活動に参加し、インター
アクトの活躍を多くの人にアピールしましょう。

• 世界インターアクト週間

• インターアクト・ビデオコンテスト

• 国連で開かれる「Rotary Youth Day」

• 世界青少年奉仕デー
　（Global Youth Service Day）

テーブルミーテクング 2

インターアクトの目的は学校で教えない奉仕のこ
とを伝えることだと考えます。子供は親や教師以外
の大人と付き合う機会が少なく、ロータリアンが国
際感覚やリーダーシップを習得する助けとなるの
が良いと考えます。

現在行っている地域の清掃活動は誰にでも喜ば
れる奉仕活動です。その他、生徒達は国際交流を
目的にインターアクトに入ってくることも多いと考
えるので、そのことを前面に押し出した勧誘活動を
行うことも方策であるとの意見がでました。

テーブルミーテクング 1

インターアクトクラブの運営主体は学校で、ロータ
リークラブはインターアクトクラブが実行するボラ
ンティアや親善活動等を後方支援する事が原則で、

テーブルミーテクング 3

インターアクトと一緒にできること

①ロータリアンの個人・法人にて不要になった
もの、使用予定のないものなどをバザー商品
として集めフリーマーケットに共同で参加し
収益金を寄付する

②開明中学校・高等学校のインターアクトクラブ
の先生を呼んで共同活動内容を意見交換

③米山留学生の周辺ネットワーク（人脈）とイン
タアクターとを交流させ、国際交流感覚を身
に着けさせる

以上の意見が出ました。

テーブルミーテクング 4

①インターアクトの定義をわかりやすく教えて欲し
い。今更申し訳ないですが、間違いなくわかって
いる人がいない。

②今までの具体的な活動例。地区大会、海外研修、
地域の清掃等行っていることは聞いております
が、もっと詳しく内容を知りたい。

③インターアクトの存在は、ロータリーの予備軍を
作っているということですか？

④インターアクトクラブというもの、また開明高校・
中学は中之島ロータリークラブにどういうプラス
を齎すのですか？

支援を通じてロータリークラブの考え方や精神を
肌で感じてもらい、ロータリーに興味を持ってもら
いロータリーの心を養って頂く事が大切だ。

その結果、将来、一人でも多くロータリークラブの
一員としてロータリークラブの支えとなり、様々な
奉仕活動を実行していく力に結び付けて行く事が
重要だ。



第4回　クラブ協議会［新旧合同］（2017～2018年度）
日　時：2018年5月24日（木）　13：40～
場　所：太閤園2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村・早瀬・杉村・北村（譲）・下岡・山本・金森・村上・
　　　　戸田・井本・檜皮・安達・北村（薫）・辻（義）・藤本　以上17名（敬称略）
オブザーバー：高島
ガバナー補佐エレクト：福田

開会の挨拶　村橋会長

本日は、新旧合同のクラブ協議会で御座います。新旧

理事会の引き継ぎ、報告、次年度の活動方針・活動計

画とそれぞれの立場での活発なご意見、議論を今年

度最後の協議会でも御座いますので、宜しくお願い

申し上げます。

クラブ奉仕委員会

木村 委員長

各小委員会、何れも順調に事業を実行でき、特
に親睦活動小委員会での創立25周年祝賀会の
周年事業を無事に終える事が出来、全体として
充実した内容だったと総括しております。

金森 次年度委員長

クラブにとって例会運営は根幹だと捉えており
ます。クラブ奉仕委員会は4つの委員会で構成さ
れ、その中でもロータリーの三大義務の一つで
も御座います例会出席の向上を如何に達成す
るのか、小委員長、委員の皆様と一緒に取り組ん
で参りたいと存じております。

会員増強は新入会員の増強も必要ですが、会員
数の維持、退会を如何に無くすかが重要です。

また、親睦活動につきましては、会員・ご家族の
皆様が胸襟を開けて楽しめる親睦活動をご計
画頂き、会員研修におきましては、ロータリー歴
に関わらず全員でロータリーの歴史、基本を共
有する研修を計画しております。

会員増強・維持小委員会

杉村 委員長

今年度は11月・2月・3月・5月と会員増強チーム
でミーティングを行い、次年度からの入会では
御座いますが、村木博行氏が入会予定です。

引き続き会員増強に努めて参りたいと存じてお
ります。

辻（義） 次年度委員長

ロータリーに入会を推薦する人は、ロータリーに
意欲を持ち、仲間としてお互いの考え方や見識
を高めて行ける人の推薦を皆様にお願いし、目
標の会員数40名に近づけるようにご協力をお
願い申し上げます。

例会運営小委員会

西田 委員長

例会は、大阪中之島RCのアットホームな雰囲気
の中、厳粛な運営が実行出来、また、「ソング」、
「会報」、「プログラム」、「出席」の4部門も全体的
に活発な活動が実行できたと存じておりますが、
ただ、出席率でメークアップを含めての出席率
でも100％の出席率が少なく出席率の向上が課
題です。

木村 次年度委員長

ロータリーにとって例会は基本的で最も重要で
あり、例会が魅力的であれば親睦も深まり、クラ
ブも活性化し出席率の向上にも繋がります。

出席率は90％を目標に取り組んで参ります。

親睦活動小委員会

北村（譲） 委員長

当初予定しておりました事業を無事実施し、そ
れぞれの事業について会員の皆様には喜んで
頂けたと存じております。

・家族親睦会 舞洲スポーツランド バーベキュー
小さなお子さんから会員と多くの皆様に台風
の雨の中ご参加頂き、定刻通り実施

・クラブ創立25年祝賀会
費用を掛けずに質素の中にも厳かな形で実施

・クリスマス家族会 
今年は違った趣向を凝らし実施

・新入会員歓迎会



年末に親睦活動小委員会、独自に実施し和や
かな雰囲気で行った

・上半期新入会員歓迎夜例会
今後の事業

・家族親睦会
6月の台北福齢RC訪問時に国際奉仕委員会と
合同で計画実施予定

・下半期新入会員歓迎夜例会

井本 次年度委員長

持続的に良い奉仕活動を行うには親睦を深め
る事が重要で、会員の増強活動や退会防止に役
立つ事業を実施して参りたいと存じております。

［活動計画］

・12月20日（木）太閤園にてクリスマス会
・来年の春、桜の時期にお花見家族会
・1月24日（木）上半期新入会員歓迎夜例会
・6月27日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

秋の家族会については今後、検討いたします。

会員研修小委員会

下岡 委員長

今年度は会員研修を2回開催し1回目は太閤園、
2回目は親睦活動小委員会と合同でキートスで
実施した。

今年度は新入会員の丸山会員、北村（薫）会員
を中心に研修委員会を行い、金森委員にご指導
をお願いし、無事に2回の研修を終える事が出
来ました。

嶽下 次年度委員長

今年度は、若手会員を対象とした「IH（言いたい

放題）会」を開催し、「ロータリーの目的」につい
て研究していく。

［活動計画］

1．「IH会」メンバーによる「ロータリーの目的」
研究
メンバー60歳以下の会員、ロータリー歴5
年以下の会員、オブザーバー、会長、クラブ
奉仕委員長、会員研修小委員長
開催予定：7月・10月・2月・4月　計4回

2．新入会員に対する研修

3．ロータリー規定・情報について卓話

職業奉仕委員会

早瀬 委員長

・会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈

・創立25周年記念に台北福齢RCと合同で陽松
庵にて座禅研修を9月21日に実施

・株式会社ユニバーサル園芸社への職業訪問を
4月5日に実施

・開明中学校、高校への出前事業を6月13日に
実施予定

次年度は開明中学校、高校への出前事業を実
施するのか、また、事業内容の検討も含めて、次
年度の委員長に引き継ぎを致します。

村上 次年度委員長

今年度の実施する事業は継続性を重要視して
おり、事業を継続して実施しなければ、その事業
の効果を見極める事が出来ないのではと考える
からで御座います。

［活動計画］

・座禅体験　9月予定　
職業奉仕実践のなかで、大切な奉仕の心を
内面から見つめる為の機会を設定

・出前事業の実施
事業内容は今後検討

・職業フォーラム　1月24日予定
職業倫理と奉仕活動をテーマに意見交換

・職場体験の実施
職場見学と花見を同時に実施する事を計画

・会員企業の設立を記念し該当月に記念品を
贈呈



社会青少年奉仕委員会

辻（一） 委員長

今年度の主な事業は

・8月に社会奉仕委員会の担当卓話で議題「今
後の社会奉仕のあり方」でフォーラムを開催

・11月19日（日）三世代合同社会奉仕事業大阪
水上隣保館への支援

・12月2日（土）成美学寮の餅つき大会を実施し
ました。
次年度は成美学寮の事業を継続するのか、今
後の課題です。

北村（譲） 次年度委員長

次年度につきましては、予定している事業を重
点に事業を関係委員会と連携し実施致します。

［活動計画］

・成美学寮の支援
今年度は事業の中止も検討したが、予算を縮
小して実施し、7月頃、成美学寮に今後の事業
についての方針を説明する

・にしなり　子供食堂への支援
日頃、親子で共に観劇、映画等を鑑賞したり出
来ない家族に、その機会を提供する支援を企
画検討

国際奉仕委員会

嶽下 委員長

・1月21日にベトナムVTT事業の補完活動

・6月9日姉妹クラブ台北福齢RC創立20周年記
念例会に出席・同クラブの奨学金事業への参画

・米山学友会の学友とパネルディスカッション

・モンゴルへの救急車寄贈支援奉仕事業は、今
年度は実施出来なかった

戸田 次年度委員長

関係委員会等連携しながら、国際奉仕活動を通
じて、親善と平和を推進していくと云う従来から
の方針を踏襲する。

［活動計画］

・ベトナムVTT支援活動　
2019年1月13日～同月17日　30名参加目標

・米山記念館の見学

・台北福齢RCと共同で国際支援

SAA

山本 委員長

年度の初めに親睦小委員会と合同で親睦会を
開催し、関係委員会との親睦を深める事が出来
ました。

例会はビジターの来客の評判も良く、例会時間
も概ね定刻内に閉会出来、当番表も上手く機能
し、会員間の意志疎通も良好で、今年度の方針
でもある楽しい例会を実施出来ました。

檜皮 次年度委員長

先日、SAA委員会を開催し、委員の皆様とも意見
交換を行い、また、今年度の山本委員長からも
引き継ぎを受けました。

会長・幹事との連携も密に取り計画を実行して
行きます。

［活動計画］

・指定席を実施

・卓話時に私語が無いように又携帯電話の取り
扱いにも注意喚起する。

・SAA担当委員は例会30分前に集合

・ニコニコ箱の目標220万円
会員の皆様にコメント内容を工夫して頂く

会計

嶽下 委員長

適正な財政基盤の確立に努め、日々の会計処理
を迅速適正に実施できた。

北村（薫） 次年度委員長

厳正に会計処理を実施します。例会時の現金の
取り扱いについて関係委員会に管理の徹底を
お願いいたします。

閉会の挨拶　西田会長エレクト

皆様、長時間に及ぶ議論、お疲れ様でした。今年度
の各委員長の皆様、今年度も後1ヶ月を残しており
ますが、お疲れ様でした。

次年度の各委員長の皆様には各委員と次年度が
始まる前に委員会を開催し、意志の疎通を行い、次
年度に向けてのご準備をお願いします。



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 1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 1名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 2名

出席率 93.10 %
4月26日の修正出席率 93.10 %

●メイクアップ
高島 凱夫   4 月26日 国際ロータリー会員
  基盤向上セミナー
丸山 澄高   4 月28日 会長杯ゴルフコンペ
北村 　薫   4 月28日 会長杯ゴルフコンペ

ニコニコBOX

村橋：杉村さん、本日卓話よろしくおねがいします。

西田：杉村さん、卓話楽しみです。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：ニコニコです。

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：昨日仕事帰りに生まれて初めて座席を譲られま

した。嬉しさ半分、ショック半分

下岡：ニコニコ

北村（讓）：暑くなったり、寒くなったりと体調には気を

つけましょう。

前田：本日早退のお詫び

村上：杉村さん、卓話頑張って下さい。

檜皮：杉村会員の本日の卓話、よろしくおねがいします。

北村（薫）：杉村さん、卓話よろしく！

戸田：杉村さんの卓話、楽しみにしています。

藤本：杉村さん、卓話楽しみです。

本日合計 : ￥33,000
累　計 : ￥1,769,000

24
5SAA・親睦活動合同会議

5月17日（木）18：00より、シティプラザ大阪1階ダイニ

ングルーム「Rivage」にてSAA・親睦活動合同会議が執

り行われました。

当日は参加者は少し少なかったものの、来年度に向け

お互いの委員会の計画、方針等が報告され和気あいあ

いと話し合いがなされました。

小　鉢 お茶風味湯葉豆乳餡かけ

造　り 鯛　鮪　烏賊
 茗荷　玉葱　水菜　大根　人参
 山葵　大葉　土佐醤油

煮　物 飛竜頭
 蓬麩　筍　茄子　木の芽

八　寸 有頭海老　鮪時雨煮　しらす卸し
 鶏の野菜巻き　コーン薩摩揚げ
 焼き帆立　出汁巻き

勧　肴 冷製山菜黒打ち蕎麦

食　事 白御飯

香の物 

止　椀 赤出汁

本日のメニュー

●本日のゲスト
 井本会員ご紹介 浜本 裕未 様

●本日のビジター
 東京銀座RC 児島 幸良 様


