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会長挨拶
会長　村橋 義晃

6月は「ロータリー親睦活動月間」です。毎月初にガバナー月信に掲載
されているガバナーメッセージの概要をお伝えする様にしています
が、今月はロータリーの親睦について考える一文があったので、ご紹
介致します。

“ロータリーの親睦 Fellow Ship（仲間意識 ― 仲間として友情を深め
る。連帯感を持っての共同・協力）と理解せず、Friend Ship（友好・単
なる交友）と誤解している人がおられます。

ロータリーの親睦（Fellow Ship）は信頼できる仲間と出会い、また通

2018年6月14日

ロータリー親睦活動月間
月間テーマ（6月）

第1202回（本年度 第45回）例会

本日のプログラム

次回 6/21 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　戦略計画の立案
　高島 凱夫 会員
■第1回7月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　
　担当：山本 肇 会員
　講師：西郷 隆仁 様



■本日は委員会報告です。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。

■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。

■6月13日（水）9：00～9：50、開明中学校において
満村会員による出前授業が行われます。授業参観
される会員は8：30校門前に集合してください。

■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1200回（第43回例会）

幹事報告 (5/31)
幹事  辻 義光

常では話をすることもない尊敬する先輩との出会い
があり、これはロータリーの精神を共有している証し
であり、ロータリアンならではの親睦ではないでしょ
うか。

そしてロータリーはこの親睦を基盤として、それぞれ
の奉仕活動が充実し、会員にロータリーモメントが生
まれます。

ロータリアンの多くが親睦活動と信頼にもとづく親睦
の重要性を理解し、クラブの活性化につながる最も
重要なサービス活動になることを期待しています。”

以上、ガバナー月信6月号ガバナーメッセージ抜粋

地区やクラブでのロータリー活動において、何らかの
役割を担う事は、その責任と労力や負担を引受ける
事でもあります。関係する仲間達と協力してその役割
や負担を成し遂げていく事によって得られる達成感
や信頼関係こそが、ロータリーの言う親睦（Fellow 
Ship）ではないでしょうか。

この様な関係は、ロータリーの色々な同好会におい
ても同じことが言えるかもしれません。ロータリーの
野球大会にて勝利を目指して共に練習し汗を流す仲
間達にも同じ様な達成感や連帯感を得られる事かと
思います。

そして、これらの活動の月日を重ねることによって、
ロータリーの親睦 Fellow Shipが築かれるのだと思
います。



委員会報告

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

クラブ奉仕委員会　木村 委員長

クラブ奉仕の小委員会として、①会員維持・増強小委員

会、②例会運営小委員会、③親睦活動小委員会、④会員

研修小委員会等がありますが、いずれも順調に事業を遂

行できたと思います。

殊に、親睦委員会での創立25周年祝賀会の周年事業を

無事終えることができました。

全体として、充実した内容であった思います。具体的な内

容は、各小委員長が報告すると思います。

例会運営小委員会　西田 小委員長

今年度の例会運営は概ね上手くいったと思います。大阪

中之島ロータリークラブの良い所であるアットホームな

雰囲気の中にも厳格さが漂う例会運営ではなかったか

と思います。

例会運営小委員会には「ソング部門」、「会報部門」、「プ

ログラム部門」、「出席部門」とありますが、どの部門も大

変立派な活動をしていたと思います。

親睦活動小委員会　代行：藤本 副委員長

今年度の活動方針・活動計画通り、関係委員会と連携し

て楽しく親睦を図り参加率を高め又、ご家族が楽しく参

加できる事業を概ね実施出来たと存じております。

現在までに実施した事業は、

・9月16日（土）　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

・10月21日（土）　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

・12月7日（木）　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

・12月23日（土）　クリスマス家族会 

今年は違った趣向を凝らし実施

・1月25日（木）　上半期新入会員歓迎夜例会

ただ出席率だけが思う様に伸びず、メーキャップを含め

100％出席を目標にしていましたが、何回かはありまし

たが残念ながら達成出来ず申し訳なく思っております。

それに伴って全体の出席率も停滞気味で満足のいく様

な数字ではなかったです。

次年度の例会運営小委員長にはメーキャップを含めて

の100％出席を達成出来る様にお願い申し上げます。



会員増強・維持小委員会　杉村 小委員長

今年度の活動は会員増強チームによるミーティングを4

回行い会員増強について検討し、例会はもとより奉仕活

動や親睦会に参加してもらうことにより大阪中之島ロー

タリークラブを理解頂くことが良いではないかというと

になりました。 

また今年度は2名増員1名の減少ですが、次年度早々1

名の増員予定です。

今後も会員増強維持活動におきまして積極的なご協力

を賜りますよう宜しくお願いいたします。

会員研修小委員会　下岡 小委員長

2回の研修委員会を開きました。

新入会員に対しロータリーの知識を習得してもらいました。

また、会員メンバーと出来るだけ早く溶け込むよう親睦

委員会と合同で親睦の輪を深めました。

職業奉仕委員会　早瀬 委員長

活動報告

①2017年10月22日、創立25周年記念の一環として、姉

妹クラブ台北福齢ロータリークラブのメンバー27名、

大阪中之島ロータリークラブ25名と共に陽松庵での

座禅修行を実施しました。

当日は生憎の台風に見舞われた大変な一日でしたが、

姉妹クラブの方々にお茶のお手前も体験していただ

き日本の文化、習慣を体験していただきました。

②2018年4月5日、桜満開時に移動例会として室内観葉

植物を貸与、販売されております、株式会社ユニバー

サル園芸社（茨木市）へ訪問しました。森坂社長様に

卓話をお願いし「人生二度なし」「ハングリー精神」「創

立の精神」など1968年の創業時から今日に至るまで

のご苦労又今後の意気込みなど熱く語られました。

③2018年6月13日に、インターアクトとして大阪中之島

ロータリークラブがお世話しております開明中学校に

て出前事業を実施いたします。中学3年生：300名を

今年度もまだ予定している事業が御座いますので、多く

の会員の皆様にご参加頂けますよう、宜しくお願い申し

上げます。

・6月9日（土）～11日（月）家族親睦会

台北福齢RC訪問時に国際奉仕委員会と合同で

・6月28日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

対象に満村会員に「刑事事件について」授業をしてい

ただきます。教師の方と違い、現場で活躍されている

満村弁護士のお話は、生徒たちに新鮮さを感じさせる

と思います。

④2018年1月10日、職業奉仕委員会フォーラムにて地

区職業奉仕北村委員長に卓話をお願いいたしました

⑤各会員企業の創立を記念し、記念品を贈呈しました。



会計報告　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、上半期では、平成29年11月19日

（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、12月2日（土）恒例の成美学寮への「餅つき

大会」奉仕事業がございました。

下半期では特にございませんでした。

SAA　代行：村上 会員

今年度活動実績報告

2017～2018年度SAAの活動方針として「楽しい例会」

を目指した。例会が楽しいからこそ親睦も深まり奉仕に

もつながる。楽しいから出席が増え、出席率の向上にも

つながってゆくのではと考えた。

その為、座席は指定せず、自由とし、座りたい席に座りた

い人とテーブルを同じくすることで、こじんまりではある

が親睦の実質があったように思う。ただ、私語の防止等

の徹底が不足していたのが反省である。

また、ニコニコ箱については、毎回浄財を寄付頂く方や、

多額の寄付を頂く方に対し深く感謝いたします。さらに

会員各位のさまざまなコメントのなかで、適時を得たユ

ニークなコメントを頂いた方もあります。そのような方々

に対し感謝をこめて表彰を実施したいと思います。

職業奉仕委員会　早瀬 委員長

活動報告

①2017年10月22日、創立25周年記念の一環として、姉

妹クラブ台北福齢ロータリークラブのメンバー27名、

大阪中之島ロータリークラブ25名と共に陽松庵での

座禅修行を実施しました。

当日は生憎の台風に見舞われた大変な一日でしたが、

姉妹クラブの方々にお茶のお手前も体験していただ

き日本の文化、習慣を体験していただきました。

②2018年4月5日、桜満開時に移動例会として室内観葉

植物を貸与、販売されております、株式会社ユニバー

サル園芸社（茨木市）へ訪問しました。森坂社長様に

卓話をお願いし「人生二度なし」「ハングリー精神」「創

立の精神」など1968年の創業時から今日に至るまで

のご苦労又今後の意気込みなど熱く語られました。

③2018年6月13日に、インターアクトとして大阪中之島

ロータリークラブがお世話しております開明中学校に

て出前事業を実施いたします。中学3年生：300名を

国際奉仕委員会　嶽下 委員長

明日からの台北福齢RC訪問で、国際奉仕委員会の活動

はすべて完了することとなりました。

国際奉仕活動に、ご理解ご協力を賜りました皆様方にに

は、心からお礼申し上げます。

そして、ベトナムでのVTT事業の補完活動では栗山副委

員長、「国内でもできる国際奉仕活動」として、ネパール

のシュレスタさん、インドネシアのギタさん、出席はでき

ませんでしたがビデオを作成していただいたモンゴルの

対象に満村会員に「刑事事件について」授業をしてい

ただきます。教師の方と違い、現場で活躍されている

満村弁護士のお話は、生徒たちに新鮮さを感じさせる

と思います。

④2018年1月10日、職業奉仕委員会フォーラムにて地

区職業奉仕北村委員長に卓話をお願いいたしました

⑤各会員企業の創立を記念し、記念品を贈呈しました。

ダリさんとともに、大阪中之島ロータリークラブの初の試

みとして取り組んでいただきました坂本副委員長、そし

て明日からの台北福齢RCとの式典参加を担当していた

だいている安達会員、参加していただきます皆さん方に

は本当に心から感謝申し上げます。



国際奉仕委員会  安達 昌弘台北福齢RC 20周年記念例会訪問
去る9日（土）～11日（月）の3日間、総勢28名で台北福

齢RCの20周年のお祝いに行って参りました。

今までにない多数のメンバーにも拘わらず、福齢RCに

はいつもどおり大歓迎して頂き、2日間に渡り楽しく過ご

させて頂きました。

昼間はバスで約1時間の十分という田舎町で天燈飛ば

しを楽しみ、初めて現地を訪れた方々にもたいへん喜ん

でもらえたようです。

忙しいスケジュールではありましたが、訪問者全員それ

ぞれの思い出を胸に無事帰国致しました。

願わくば、2年後の台北訪問の際にもこのようにたくさん

のメンバーに参加して頂きたいものであります。





●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 0名
出席者 19名 外国ゲスト 0名
欠席者 10名

出席率 65.51 %
5月17日の修正出席率 93.10 %

ニコニコBOX

村橋：本日の委員会報告よろしくお願いします。

西田：いよいよ梅雨入りですね

木村：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：梅雨冷えですね。気をつけましょう。

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

下岡：ニコニコ

村上：昨日はよく雨が降りましたね。いよいよ梅雨入り

です。体調管理に気をつけましょう。

栗山：久しぶりの例会出席です。ニコニコ

本日合計 : ￥30,000
累　計 : ￥1,822,000
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●本日のビジター
 大阪大手前RC 中林 邦友 様

▲事業所設立記念のお祝い：左から村橋 義晃会長、辻 義光幹事

本日のメニュー

・豚煮込み　ポークパストラミ添え
・舌平目のポーピエット　小海老と彩り野菜添え
・彩りサラダ、コーヒー、パン 本日のソング委員  檜皮 悦子会員

●メイクアップ
北村 　讓   5 月12日 地区職業奉仕
  委員長会議


