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2018年6月21日

ロータリー親睦活動月間
月間テーマ（6月）

第1203回（本年度 第46回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

6月9日から2泊3日の日程にて、台北福齢RC創立20周年記念式典・
祝賀会に出席してまいりました、過去最多の28名訪問となり、福齢RC
の方々からは熱い歓迎を頂き、姉妹クラブ締結から13年の間に彼等
の思いや人柄を肌で感じられる様になり、今回も有意義な訪問であ
りました。

本日のプログラム

次回 6/28 のお知らせ
♬SONG : 「4つのテスト」
■今年度最終夜例会
　18：00～　オーキットテラス
　会長・幹事退任挨拶

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　西郷隆盛を動かせた原動力
　担当：山本 肇 会員
　講師：西郷 隆仁 様



■本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。

■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1202回（第45回例会）
幹事報告 (6/14)

幹事  辻 義光

お世話頂いた方々、参加頂いた方々に感謝申し上げ
ます。

昨日13日8時40分から約1時間、昨年創設したイン
ターアクトクラブの支援校である開明中学校の学年
集会に社会奉仕活動として、出前授業に出席してま
いりました。　

中学3年生7クラス約280名が体育館に集まり、満村
会員が講師として、近年の司法試験と弁護士業等の
実状について身近な話しに始り、人気テレビドラマに
因んだ「99.9％って本当」と言うテーマで、生徒達が
興味を抱く解り易い言葉で「事実」と「真実」との違い
等についての興味深い講義でありました。

通常の授業では学ぶ機会のない、現役弁護士からの
興味深い話から何かを感じ、彼等の将来のヒントに
なればと感じた次第であります。

講師を務めて頂いた満村会員に感謝申し上げます。

米倉会員が退会のあいさつをされました。



2018年3月26日、ホテルオークラ別館で開催された
「RI Z1・Z2・Z3会員基盤向上セミナー」でのRI研修
リーダー 本田 博已D2840DPGのご講演「ロータリー
のビジョンと戦略計画」のビデオを供覧した。内容は
RIの方向性、地区、クラブの基盤向上のための様々な
考え方、その手段などが語られていた。

大阪中之島ロータリークラブのシニアリーダー（会長

中東地域の話

福田 忠博 会員

戦略計画について

高島 凱夫 会員

経験者など）、今後クラブを支えていく経験の浅い
ロータリアン、全ての会員が「大阪中之島ロータリーク
ラブの将来・行く末」を考えて戴くことを希望致します。

また、ロータリークラブは「FRIENDSHIP」ではなく
「FELLOWSHIP」であることを、皆様方に再確認をし
て戴きたいと思います。

日　時：2018年6月14日（木）　13：40～14：25
場　所：太閤園　2F　オーキッドテラス
出席者：西田・村橋・木村・金森・辻（義）・井本・嶽下・村上・北村（讓）・檜皮・安達・藤本　以上12名（敬称略）
欠席者：戸田・北村（薫）　（敬称略）

2018-2019 年度 第1回　7月度定例理事会議事録

開会の挨拶（西田会長エレクト）

新年度第1回目の理事会です。本年度のRIのテーマ
は“BE THE INSPIRATION”ですが、山本ガバナーも
同じように言われております。

ということで、中之島もこのテーマでいきたいと考えて
おりますが、私はこれを“クラブの活性化”と受け取っ
ております。

理事、役員の方々を中心にクラブを活性化させてい
きましょう。

【審議事項】

1. 日本エイズ学会の市民公開イベント協賛の件

白阪先生にお会いして詳細をお聞きした上でその内

容に基づき次回の理事会で最終検討をしたい。

2. 大阪開明中学・高校インターアクトクラブへの活動
費用について

大阪中之島RCが支給する予算30万円は決定してい

るが、それを投入しただけで終わるのではなく開明側

から計画案を出して頂くとかの交渉は西田会長エレク

トに一任する。

尚、年1度の海外研修（台湾／台中訪問）は8月2日～

5日に実施されるが中之島からも参加すべきでは？

　⇒［ 辻 幹事に一任 ］

3. 出席免除会員の件

・米倉会員の退会　⇒［ 承認 ］

・小林会員は、今のところ9月より復帰の予定。但し、出欠

は本人の体調に任せ出席の際には登録料を戴くこと。

　⇒［ 承認 ］

4. 次年度委員会構成について
・会員増強・維持小委員会：

　職業分類担当の小林会員に代わり北村 讓会員

・例会運営小委員会：

　プログラム担当の小林会員に代わり安達会員

・職業奉仕委員会：

　坂本会員の退会に伴い満村会員を充てる。

・退会する米倉会員の委員会担当については空席と

する。

・新年度から入会の村木会員は親睦委員会所属とする。

　⇒［ すべて承認 ］

5. 年間行事計画の件
・8月2日（木）の卓話担当は、辻（義）会員増強委員長

のフォーラムを予定しているが、本人のインターアク

トクラブ海外研修同行に伴い、今後日程を調整する。

・8月23日（木）の卓話は、インターアクトクラブの生徒

代表の上記海外研修の報告に充てる為、当日予定の

前田会員の卓話を変更する。変更後の予定は後日決

定する。

　⇒［ 承認 ］

6. その他

・ポリオ撲滅募金は、今年度初めよりの合計金額

¥19,380でした。ありがとうございました。

次年度も引き続きよろしくお願い致します。

・三世代クラブ合同懇親会の再開について大阪天満

橋RCより打診あり。日時等、決定すれば報告します。

・7月19日（木）のクラブフォーラムはクラブ奉仕委員

会担当。テーマは、次年度のテーマに合わせて「クラ

ブの活性化について」。

閉会の挨拶（木村会長ノミニー）

本日は新年度第1回の理事会でしたが、たくさんの活
発な意見をありがとうございました。

西田会長エレクトのクラブ活性化に協力していきま
しょう。



開会の挨拶（西田会長エレクト）

新年度第1回目の理事会です。本年度のRIのテーマ
は“BE THE INSPIRATION”ですが、山本ガバナーも
同じように言われております。

ということで、中之島もこのテーマでいきたいと考えて
おりますが、私はこれを“クラブの活性化”と受け取っ
ております。

理事、役員の方々を中心にクラブを活性化させてい
きましょう。

【審議事項】

1. 日本エイズ学会の市民公開イベント協賛の件

白阪先生にお会いして詳細をお聞きした上でその内

容に基づき次回の理事会で最終検討をしたい。

2. 大阪開明中学・高校インターアクトクラブへの活動
費用について

大阪中之島RCが支給する予算30万円は決定してい

るが、それを投入しただけで終わるのではなく開明側

から計画案を出して頂くとかの交渉は西田会長エレク

トに一任する。

尚、年1度の海外研修（台湾／台中訪問）は8月2日～

5日に実施されるが中之島からも参加すべきでは？

　⇒［ 辻 幹事に一任 ］

3. 出席免除会員の件

・米倉会員の退会　⇒［ 承認 ］

・小林会員は、今のところ9月より復帰の予定。但し、出欠

は本人の体調に任せ出席の際には登録料を戴くこと。

　⇒［ 承認 ］

【’18年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1209

1210

-

1211

1212

5

6

-

7

8

会員増強・維持委員会卓話
ガバナー補佐公式訪問

休会①

ガバナー公式訪問日

第1回クラブ協議会

第3回9月度理事会

会員増強・維持委員会 : 
辻（義）委員長

卓話担当：北村（讓）会員

卓話担当：前田会員

【’18年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間）
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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1213

1214

1215

1216

9

10

11

12

委員会報告

臨時総会（事業・決算報告）

各委員長・小委員長

卓話担当：北村（薫）会員

前年度事業報告：辻（義）会員
前年度会計報告：嶽下会員
前年度会計監査：下岡会員

卓話担当：丸山会員

第4回10月度理事会

指名委員会開催

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/1（土）
　会場：大阪YMC会館
秋のRYLAセミナー（ホスト：茨木西RC）
　日程：9/22（土）～9/24（月）

【’18年7月 行事予定】
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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1205

1206

1207

1208

1

2

3

4

会長・幹事方針

五大奉仕委員長方針

クラブ奉仕委員会
クラブフォーラム

（小）委員会活動方針

第2回8月度理事会

西田会長・藤本幹事

金森委員長・村上委員長
北村譲委員長・戸田委員長

クラブ奉仕委員会：
金森委員長

檜皮委員長・北村薫委員長
木村小委員長・辻（義）小委員長
嶽下小委員長・井本小委員長

合同地区委員会
　日程：7/7（土） 
　会場：大阪YMC会館

4. 次年度委員会構成について
・会員増強・維持小委員会：

　職業分類担当の小林会員に代わり北村 讓会員

・例会運営小委員会：

　プログラム担当の小林会員に代わり安達会員

・職業奉仕委員会：

　坂本会員の退会に伴い満村会員を充てる。

・退会する米倉会員の委員会担当については空席と

する。

・新年度から入会の村木会員は親睦委員会所属とする。

　⇒［ すべて承認 ］

5. 年間行事計画の件
・8月2日（木）の卓話担当は、辻（義）会員増強委員長

のフォーラムを予定しているが、本人のインターアク

トクラブ海外研修同行に伴い、今後日程を調整する。

・8月23日（木）の卓話は、インターアクトクラブの生徒

代表の上記海外研修の報告に充てる為、当日予定の

前田会員の卓話を変更する。変更後の予定は後日決

定する。

　⇒［ 承認 ］

6. その他

・ポリオ撲滅募金は、今年度初めよりの合計金額

¥19,380でした。ありがとうございました。

次年度も引き続きよろしくお願い致します。

・三世代クラブ合同懇親会の再開について大阪天満

橋RCより打診あり。日時等、決定すれば報告します。

・7月19日（木）のクラブフォーラムはクラブ奉仕委員

会担当。テーマは、次年度のテーマに合わせて「クラ

ブの活性化について」。

閉会の挨拶（木村会長ノミニー）

本日は新年度第1回の理事会でしたが、たくさんの活
発な意見をありがとうございました。

西田会長エレクトのクラブ活性化に協力していきま
しょう。



職業奉仕委員会２０１７～２０１８年度 開明中学校出前授業
2018年6月14日（水）、出前授業として開明中学校に

おいて中学3年生：300名を対象に授業を実施いたし

ました。

講師は満村会員にお願いしテーマ：「99.9％って本

当？」に沿い、えん罪の構造、自白の偏重、えん罪をなく

す方法、やくざの弁護人、最近の司法試験等、弁護士と

しての専門分野を通して講義を実施していただきまし

た。難しい専門用語もわかりやすく説明され、又身近な

事例を挙げられ、時には質問を投げかけ生徒と共に授

業を進められました。

結果として、生徒たちからも多くの質問が出され、専科

の教師と違い現場におられる満村弁護士の講義を身近

に感じ、生徒各自が将来を考える素晴らしい機会にな

ればと思いました。

最後に満村会員は、「総てにおいて物事を主観的にみ

ないで多方面から判断し、真実に近づくことを心がけ

て下さい」と素晴らしい言葉を生徒たちに残されまし

た。（生徒たちからのコメントは後日報告させていただ

きます）

出前授業は、ロータリーの職業奉仕の理念に沿い、奉仕

活動を通してこれから社会に出る学生に、実社会の厳し

さや楽しさ、やりがい等を学んでもらい、社会勉強の一

助となればとの思いから、今年度早瀬委員長のご提案

により職業奉仕委員会の事業計画にて立案致しました。

2018～19年度の職業奉仕委員会による継続事業を期

待する次第です。



●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 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 %
5月24日の修正出席率 96.55 %

●メイクアップ
満村 和弘   6 月  2 日 甲子園前夜祭

ニコニコBOX

村橋：台北福齢RC訪問、お世話になりました。

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：本日卓話です。宜しくお願いします。梅原さん、
有難うございます。

前田：台北お世話になりました。

村上：花冷えの季節です。体調管理には気をつけま
しょう。ニコニコ

檜皮：①高島会員、卓話宜しくお願いします。
②満村会員、出前授業有難うございました。
③安達監督のマッサージツアー、気持ちよかっ
たです。
④岡本会員、クロエのパヒューム奥様喜ばれま
した。

満村：ニコニコ

戸田：交通違反者講習会出席のため、理事会欠席し
ます。スミマセン。

栗山：夏の日差しですね。ニコニコ

坂本：JASRACに100万取られました！！

井本：台北福齢RC訪問、お世話になりました。
有難うございました。

米倉：お久しぶりです。
退会することになりました。短い間でしたが皆
様有難うございました。

本日合計 : ￥41,000
累　計 : ￥1,863,000
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小　鉢 とうもろこしのすり流し

造　り 烏賊素麺
 　茗荷　玉葱　水菜　大根　人参
 　山葵　大葉　土佐醤油

煮　物 煮魚　人参　大根
 　蓬麩揚げ煮　法蓮草　針生姜

八　寸 鮭の柚餡焼き　湯葉　出汁巻き
 　木の葉南瓜　蓮根含煮
 　海老黄味揚げ　合鴨

勧　肴 釜玉うどん

食　事 ちりめん御飯

香の物 二種

止　椀 じゅんさいの袱紗味噌仕立て

本日のメニュー


