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2018年7月5日
第1205回（本年度 第1回）例会

2018-19年度スタートにあたって
会長　西田 末彦

本日から新年度の始まりです。藤本幹事共々一年間宜しくお願い申し
上げます。

2018-19年度 国際ロータリー会長バリー・ラシン氏のテーマは「BE 
THE INSPIRATION　インスピレーションになろう」です。

本日のプログラム

次回 7/12 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長幹事新年度方針
　西田 末彦 会長
　藤本 淳司 幹事

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　五大奉仕委員長方針
　クラブ奉仕 金森 市造委員長
　職業奉仕 村上 俊二委員長
　社会・青少年奉仕 北村 讓委員長
　国際奉仕 戸田 佳孝委員長



■本日は最終例会です。

　例会終了後、懇親会を予定しております。

■7月5日（木）は会長・幹事の本年度の方針発表です。

■7月7日（土）合同地区委員会が大阪YMC会館で開
催されます。
　地区へ出向されている会員の皆様は出席をお願
いいたします。

■7月8日（日）ロータリー米山総会及び新規奨学生
歓迎会がKKRホテル大阪で17：00より開催されま
すので、ご出席予定の会員の皆様は出席をお願い
いたします。

■7月12日（木）四大奉仕委員会の本年度の方針発
表です。金森クラブ奉仕委員長・村上職業奉仕委

2017-18年度第1204回（第47回例会）
幹事報告 (6/28)

幹事  藤本 淳司

それを受けて2018-19年度 国際ロータリー第2660
地区ガバナー山本博史氏はあえて地区のテーマは作
らない、しいて言えば2660地区のテーマも「BE THE 
INSPIRATION」だと言われております。

したがいまして今年度の大阪中之島ロータリークラ
ブのテーマも「BE THE INSPIRATION」とさせて頂き
ます。

「インスピレーションになろう」とは少し分かりにくい
ですので、日本語では「クラブの活性化」とさせて頂き
ます。理由については後ほどの今年度の活動方針の
なかでお話しさせて頂きたいと思います。

今年度一年間宜しくお願い申し上げます。

員長・北村譲社会青少年奉仕委員長・戸田国際奉
仕委員長、宜しくお願いいたします。

■7月18日（水）IM6組会長・幹事会が太閤園で18：
00より開催されます。会長、幹事、出席をお願いし
ます。

■7月19日（木）クラブ奉仕委員会のクラブフォーラ
ムです。金森クラブ奉仕委員長、宜しくお願いいた
します。
　18：00より村橋会長、辻義光幹事の慰労会を淀川
邸にて開催いたします。
　皆様、ご出席をお願いいたします。

■7月26日（木）（小）委員会の本年度の活動方針発
表です。檜皮SAA担当・木村例会運営小委員長・辻
義光会員増強維持小委員長・嶽下会員研修小委
員長・井本親睦活動小委員長、宜しくお願いいた
します。

●誕生日
早瀬 道圓 ［  1 日］
檜皮 悦子 ［  7 日］

●事業所設立記念
山本 　肇 　株式会社関西建設［昭和51年］
北村 　讓 株式会社アークエース［昭和57年］
井本 万尋 株式会社保険コンシェルジュ［平成20年］

Congratulations!7月のお祝い7月のお祝い



2017-2018年度 会長・幹事退任挨拶

会長  村橋 義晃、幹事  辻 義光

今年度の会長予定者の井戸本さんの訃報、幹事予定
者の退会があり急遽村橋会長が今年度も会長を引
き受けられ、幹事として私が拝命いたし2017-18年
度が船出いたしました。

この年度は大阪中之島RCの25周年記念事業、大阪
開明インターアクトクラブの海外研修と出前授業、ベ

今年度の全ての公式行事を無事に終えられましたこ
と理事役員の皆様、各委員会の皆様、そして、会員の
皆様に一年間の御協力御支援に心より御礼申し上
げます。

一年前の退任挨拶では、退任と再度の就任とが交錯
するなか、新年度に向けた思いが整わないまま、7月
を迎えた様に思いましたが、新年度が始まると同時
に淡々とした気持で熟してこられた様に思います。

年間47回の例会を欠席する事無く、クラブ創立25周
年記念式典、三世代合同社会奉仕事業、台北福齢RC
創立20周年訪問の主要行事や其々の奉仕事業が滞
りなく無事に終えられ、これも偏にご協力頂いた皆様
のお蔭と感謝しております。

この一年の間に会長として様々な場面で挨拶をさせ
て頂きましたが、一番印象深く緊張しましたのは、ク

2017-18年度会長  村橋 義晃会長退任の挨拶

ラブ行事ではありませんが昨年の11月に早瀬会員
が建立された寶林山直指庵落慶法要での祝辞であ
りました。私の前の立派な祝辞を拝見した後、要領を
得ない拙い祝辞でありましたが、初めて貴重な経験
をさせて頂きました。

会長の役を終え来週からは、西田会長、藤本幹事の
新たなスタートと一年間の御活躍を陰ながら応援し
て参りたいと思います。

最後の御礼として、俄か仕立ての会長幹事コンビであ
りましたが、一年間無事に終えられたのも辻幹事の
様々な状況を心得た対応のお蔭だと感謝しております。

そして、大阪中之島ロータリークラブが皆様にとって、
素晴らしく誇れる中堅クラブになることを心より願い、
退任の挨拶とさせて頂きます。

有難うございました。

2017-18年度幹事  辻 義光幹事退任の挨拶
トナム支援、三世代合同社会奉仕事業のホストクラ
ブとしての世話役、台北福齢RC様の20周年記念事
業への会員家族多数の参加、と盛り沢山な事業があ
りました。

今まで村橋会長とはあまり話す機会が少なかったの
ですが、今回会長、幹事の立場でお互いフランクに話



名誉会員の白阪様がお見えになりました。坂本会員が退会のあいさつをされました。

ができ、村橋会長の人となりが見え、ロータリー仲間
として再認識しました。またスムーズにクラブ運営が
できたと思います。

今年度の印象的な事業は25周年記念事業とイン
ターアクト海外研修です。

私が再入会して後、20周年、25周年と2回の周年事
業を経験しましたが、この25周年事業は幹事として
経験できたことが何よりだと思っています。

また25周年記念に大阪開明インターアクトが発足し
たことも最大事業でした。

以前、青少年奉仕担当委員の時インターアクトにつ
いて卓話を行った経緯があり、中学校・高校生による
社会奉仕活動に少し興味がありました。

我クラブが提唱クラブとなり大阪開明IAの支援を行
い、IAの最大行事である海外研修旅行に随行できた
ことはクラブに感謝いたします。

また海外研修先の香港での地元IA学生達との交流
が新鮮でした。

今年度で残念なことは、松任さんの退会、小林会員、
米倉会員の1年間出席免除で例会の出席者数がい
つも20～25名、一番多いときで28名と、少し寂しい
例会だったことです。その中で小林会員は9月ごろ復
帰されると聞いています。

現在会員数は31名と少なくなりましたが、その分結
束力は強くなったと思っています。

うれしかったことはやはり仲間が入ってきていただい
たことです。

北村薫会員、丸山会員です。北村薫会員は私と同じ
再入会で、戻ってきていただいたこと感謝いたします。

この1年間、会員の皆様、事務局の皆様、太閤園のス
タッフの皆様に支えられて何とかクラブ運営が無事滞
りなく終えましたこと、本当にありがとうございました。



大阪中之島ロータリークラブ　2017-2018年度最終例会・懇親会大阪中之島ロータリークラブ　2017-2018年度最終例会・懇親会







トロント国際大会2018 （後編）



【協議・報告・確認事項】

1. 2018-19年度　社会・青少年奉仕委員会活動方
針及び活動計画確認
活動計画

①成美学寮の餅つき支援
日　時：2018年12月1日（土）13：00～15：00
予　算：100,000円　

・平成30年6月19日に成美学寮 橋本理事長と面談
をし、ロータリ－クラブの奉仕活動のシステムつい
て説明をした。

・ロータリークラブの事業は単年度制であり、当該委
員長が理事会の承認を得て行う。従って、今後必ず
しも継続できる保証はない。

・現在、奈良方面のロータリークラブでこの事業の引
継ぎを考察している。

・今年度は「タオル」はお渡しできない

・橋本理事長のお願いは、毎年子供たちも楽しみにし
ているので、出来ることなら継続して頂きたい。

・献香料の100,000円で費用的に十分である。
また、領収書は社会福祉法人成美学寮で発行する。

②にしなり☆こども食堂への支援
3月訪問、5月、6月18日、電話にて打ち合わせした

場　所：大阪市西成区中開3-3-1  ひらき住宅1-102
支援内容（案）：吉本新喜劇鑑賞、ボウリング、水族館他
　　　　　　 今後双方で検討を重ねる。　　　　
時　期：冬休みか春休みの期間
対　象：小学生・中学生　約30名
予　算：200,000円

③日本エイズ学会学術集会・総会における公開イベント
の支援

日　時：2018年6月21日（木）11：30～12：15
場　所：太閣園2F　例会場前
議事進行：北村 讓 委員長
出席者：西田・木村・金森・藤本・北村讓・安達・杉村・福田・
　　　　北村薫・村上・辻一夫・辻義光　 以上12名（敬称略）
配布資料確認：
　・6月21日 2018-19年度 第1回社会・青少年委員会レジュメ
　・2018-19年度 西田会長活動方針 【配布資料①】
　・2018-19年度 社会・青少年奉仕委員会 活動方針及び
　  活動計画 【配布資料②】
　・2018-19年度 社会・青少年奉仕委員会 年間予定・担当表
　 【配布資料③】　
　・2018-19年度 社会・青少年奉仕委員会・奉仕活動計画 【配布資料④】
　・社会福祉法人成美学寮について 【配布資料⑤】
　・にしなりこども食堂・成美学寮 打ち合わせ報告 【配布資料⑥】
　・「楽しもう会」 案内 【配布資料⑦】
　・委員会出席表 【配布資料⑧】
　・「楽しもう会」・社会・青少年委員会奉仕活動 出欠表 【配布資料⑨】

２０１8-１9年度 社会・青少年奉仕委員会　議事録

6月28日、白坂先生と打ち合わせする

場　所：大阪市中央公会堂（予定）
日　時：平成30年12月2日（予定）
支援内容・予算：未定

④インターアクトクラブについて

事業内容については未定であるが、開明中学校・高
等学校に赴きインタ－アクターと共に奉仕活動を行
う予定。

2. 委員会開催日・各担当及び奉仕事業担当の確認
【配布資料③】参照

次回の開催は7月26日（木）
※欠席の場合は必ず報告をする。

3. 「楽しもう会」（懇親会）の予定確認
【配布資料⑨】参照

第1回の開催は7月12日（木）18時～

4. 西田会長エレクト
本日はありがとうございました。次年度に向けてよろしく
お願いいたします。

6月19日成美学寮訪問



●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 2名
出席者 24名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 93.10 %
6月7日の修正出席率 96.55 %

●メイクアップ
福田 忠博   6 月  9 日 台北福齢RC
井本 万尋   6 月  9 日 台北福齢RC
北村 　讓   6 月  9 日 台北福齢RC
前田 隆司   6 月  9 日 台北福齢RC
高島 凱夫   6 月  9 日 台北福齢RC
満村 和宏   6 月  3 日 甲子園野球大会
丸山 澄高   6 月  3 日 甲子園野球大会
戸田 佳孝   6 月  3 日 甲子園野球大会

ニコニコBOX

村橋：今年度最終例会を迎え皆様に感謝！

西田：村橋会長、辻幹事1年間お疲れ様でした。ニコ
ニコ

辻（義）：1年間有難うございました。

嶽下：最終例会です。1年間有難うございます。

吉田：ニコニコ

早瀬：村橋会長、2年間ご苦労様でした。
辻幹事お暑かれ様でした。ニコニコ

山本：村橋会長、辻幹事1年間お疲れ様でした。
SAA村上副委員長、戸田副委員長はじめSAAの
皆様1年間有難うございました。

高島：村橋会長、2年間お疲れ様でした。
辻幹事はじめ執行部の皆様お疲れ様でした。

金森：村橋会長、辻幹事1年間お疲れ様でした

北村（讓）：最終例会です。お疲れ様でした。

前田：村橋会長、長い間ご苦労様でした。

村上：最終例会です。村橋会長、辻幹事1年間お疲れ
様でした。ニコニコ

檜皮：村橋会長、辻幹事1年間お疲れ様でした。
白阪先生、ようこそお越しくださいました。

戸田：今年度の最終例会です。村橋会長2年間お疲れ
様でした。

栗山：ニコニコ

坂本：皆様、3年間本当にお世話になり有難うござい
ます。

藤本：皆様、1年間お疲れ様でした。次年度も宜しくお
願いいたします。

本日合計 : ￥56,000
累　計 : ￥1,960,000
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●本日のゲスト
 名誉会員 白阪 琢磨 様
 山本会員ご紹介 佐賀野 雅行 様
 米山奨学生 蕭　 宇庭 様

皆さんお久しぶりです! 甲子園の皆さんの姿はとっても
感動的です!

2週間前に地震ありましたけど皆さんは大丈夫でしょうか 
私は学校休校のおかけでその時間まで家にいました。

その時正直そんなにびっくりしてませんでした 、台湾は
地震が多い国のせいかもしれないです。

私は今就活中です。今は5社くらいの会社に作品を出し
ました、今は結果を待っています。

これからも精一杯頑張りたいと思います!

米山奨学生 米山奨学生　簫 宇庭（ショウ ユーティン）


