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2018年7月19日
第1207回（本年度 第3回）例会

会長挨拶
会長

西田 末彦

本日のプログラム
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 クラブ奉仕 クラブフォーラム
金森 市造 委員長

次回 7/26 のお知らせ
♬SONG 「友愛の歯車」
:
●卓話 小委員会活動方針
会員増強
辻 義光 会員
例会運営
木村 眞敏 会員
親睦活動
井本 万尋 会員
会員研修
嶽下 勇治 会員
SAA
檜皮 悦子 会員
会計
北村 薫 会員

本日は5大奉仕委員長による今年度の活動方針および活動計画卓
話です。5大奉仕委員長よろしくお願いいたします。
これは大阪中之島ロータリークラブの骨格をなすもので、各奉仕委
員長が今年度も色々と考えておられます。
ロータリーではよく一番奉
仕するもの一番報われると聞いたことがありますが、報われるとは、
少し違う様に思いますが、
ロータリーでしか経験する事のない貴重な
奉仕活動に参加することによって、相手に喜んでもらい感謝される事
が自分のそれこそ一番の喜びだとは思いませんか。
そう言う意味で

各奉仕活動には積極的に参加してもらいたいと思っ

ションを大阪国際大学で行います。
ご出席予定の

ています。

会員の皆様は、宜しくお願いします。

西日本を襲った今回の豪雨被害は甚大なもので、

■7月26日
（木）
（小）委員会の本年度の活動方針発

170人以上の方が亡くなられ、未だにまだ数十名の

表です。檜皮SAA担当・木村例会運営小委員長・辻

方が行方不明になられております。

義光会員増強維持小委員長・嶽下会員研修小委

地区では今回の災害に際し義捐金を募っております。

員長・井本親睦活動小委員長、宜しくお願いいた
します。

私共中之島ロータリークラブも支援したいと思って
おりますので決まり次第お知らせ致しますので、
その

■8月2日
（木）、福田ガバナー補佐の訪問です。

折には是非ともご理解とご協力を宜しくお願い申し

例会終了後13：40より福田ガバナー補佐をお迎え

上げます。

して第1回クラブ協議会を行います。各理事・役員

その様な災害に合われましたらまず身の安全を確保

の皆様、
ご出席を宜しくお願いいたします。

してください。そして身の危険を感じたらすかさず逃
げてください。宜しくお願い致します。

■8月2日（木）8月の会員増強拡大月間として、満村
会員増強・維持副委員長の卓話です。宜しくお願
いいたします。

幹事報告 (7/12)
2018-19年度第1206回（第2回例会）

8月2日〜8月5日まで2660地区インターアクトクラ
ブ海外研修です。

幹事 藤本 淳司

辻会員・井本会員、宜しくお願い致します。
■8月9日
（木）北村譲会員の卓話です。宜しくお願い
いたします。
■7月のロータリーレート 1米$＝110円

本日のメニュー

■本日は、五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。
例会終了後、2Fサファイアルームにて第2回8月度
理事会を開催致します。
理事役員の皆様、
ご出席をお願いします。
■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

小

鉢

造 り
煮

物

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21日
（土）2018年度IA海外研修オリエンター
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5大奉仕委員長方針
クラブ奉仕委員会

委員長

金森 市造

本日、その進行予定案を手元に配布させて頂きます
ので当日はスムースな進行にご協力頂き
「実のある
フォーラム」
になればと願っています。
各委員会の今年度活動方針については、先日手元に
届けられた
「年次計画書」に記載されており、26日の
例会で各委員長から発表して頂きますのでご期待頂
ければと存じます。
会員各位のクラブ奉仕委員会の各小委員会活動へ
の積極的な参加・協力をお願い致します。

職業奉仕委員会

委員長

村上 俊二

クラブ奉仕委員会活動方針
ロータリークラブ定款第6条“五大奉仕部門”では五大
奉仕部門は
「本ロータリークラブの活動の哲学的およ
び実際的な基準である」
と記され、
その五大奉仕の第
一部門である
「クラブ奉仕」について、
「本クラブの機
能を充実させるために、
クラブ内で会員がとるべき行
動に関わるものである」
と記述されています。
すなわち、
クラブ奉仕部門は、企業組織に例えてみる
と管理部門に相当すると言えます。
他の四部門（職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年
奉仕）はクラブ外にて活動する営業部門と例えること

今年度活動方針

ができその営業部門を支える部門がクラブ奉仕部門

職業奉仕と四つのテストの理解を深め職業奉仕の基

です。

本に立ち返ることを方針とする

CLPの導入で
「クラブ管理・運営」部門とも称されるよ
うになり、
その部門の機能がより明確になりました。
当クラブでは、
クラブ奉仕委員会に4小委員会を設置

今年度活動計画
1．座禅体験
職業奉仕実践のなかで、大切な奉仕の心を内面か

されています。

ら見つめる為の機会を設定。

今年度の4小委員会は、

時期：10月下旬

1．会員増強・維持小委員会（辻 義光委員長）

2．職業奉仕フォーラム

2．例会運営小委員会（木村 眞敏委員長）

職業倫理と奉仕活動をテーマに意見交換の場を

3．親睦小委員会（井本 万寿委員長）

設定。

4．会員研修小委員会（嶽下 勇治委員長）
です。
いずれにしても、
クラブ奉仕委員会の各活動はクラブ

時期：来年1月下旬
3．出前授業の実施

の骨格部門でありますので各小委員会の活発な活動

学校の選定と授業内容の検討及び講師陣の編成

により、会員諸兄のロータリーに対する認識が高まる

を行う。

ことに寄与すると思います。

時期：来年5月頃

その観点から、年度初めのクラブフォーラムとしてク

4．職場体験の実施

ラブ奉仕委員会担当で来週開催する日程になってい

見学体験できる職場を選定し、移動例会を実施。

ます。

時期：来年4月上旬（花見の時期）

5．会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈

今年度、二つの社会・青少年委員会奉仕活動を実

する。

施します。会員の皆様のご協力を宜しくお願い致し

予算額：10万円

ます。

社会・青少年奉仕委員会

【活動計画】
委員長

北村 讓

1．成美学寮への奉仕事業
平成30年12月1日土曜日13時〜15時予定
2．
にしなり☆子供食堂への奉仕事業
平成30年8月22日11時〜13時30分予定
当初、上記二つの奉仕事業を行う計画でしたが、白
阪名誉会員からの依頼により3が理事会により決
定したこと、4が前期末に決定し今期から活動が始
まることになり、下記の二つの事業が追加となりま
した。
3．
日本エイズ学会への奉仕事業
平成30年12月2日14時〜17時予定

今年度の活動方針・計画
【活動方針】
1．障がい者福祉施設「成美学寮」への支援
本年度は奉仕事業を継続しない予定でしたが、
昨年度の事業実施の時、当年度で終了する旨を

4．開明中学・高等学校インターアクトクラブへの奉
仕事業
今期は、前半期に多くの事業を行うことになりまし
た。何かとお忙しいと思いますが、皆様のご協力を、
宜しくお願い致します。

伝えていませんでした。20年以上継続してきたこ
ともあり、円満に奉仕事業を終了する為、今年度
の予算を縮小して実施し、次年度以降は、実施

国際奉仕委員会

委員長 戸田 佳孝

する予定のないことを伝えます。
成美学寮への最後の奉仕事業として楽しく和や
かに盛り上げたく思います。その為にも、多くの
会員の参加お願い致します。
2．
にしなり☆子供食堂への支援
新しい奉仕事業として子供食堂への支援を実施
します。最近取り上げられ始め、地区のクラブ社
会奉仕委員会議でも
「子どもの貧困対策につい
て」告知が有りました。
これは、経済的な事だけ
でなく、心の問題でもあります。多種の問題が含
まれており、国や自治体に委ねるだけではなく、
沢山のボランティアが活動されています。大阪府
内だけでも219か所の子供食堂があります。そ
の一つの「にしなり☆子供食堂」へ奉仕事業を
実施します。昨今は経済的な問題だけではなく

今年度の事業予定
ロータリークラブでしか経験できない国際奉仕の体
験を一人でも多くの会員と共有したいと考えています。
そのため、予定分も含めて早期に発表を行い、多忙な

心の問題も多いようです。観劇、映画、その他の

会員各位のスケジュール調整をお願いします。

観劇鑑賞や遊園地、UFJなどにも行ったことがな

1．VTT（ベトナム）
：2019年1月13日〜17日

く家庭的な温もりのある経験が少ないそうです。
心に少しでも良い影響になる奉仕事業を実施し
ます。
上記の活動にインターアクト、
ローターアクトの参
加もお願いしようと考えています。

2．
ハンブルグ国際大会（案）
：
2019年5月31日〜6月6日
3．米山梅吉記念館への見学

・台北の3世代（Taipei Yangming・Taipei Pailing・

4．
モンゴルへの支援（未定）
・許可が下りれば、2019年5月初旬にモンゴルで
贈呈式＝場所は未定。
・大阪の3世代クラブ（大阪天満橋・大阪大手前・大

Taipei Fuling）が一緒にグローバル補助金を用
いて人道的奉仕活動をするのが特徴的
・救急車を贈る病院はHospital of Mandal Saum

阪中之島）

2018-2019 年度 第2回

8月度定例理事会議事録

日 時：2018年7月12日
（木） 13：35〜14：20
場

所：太閤園 2F サファイアルーム

出席者：理事役員
西田・村橋・木村・金森・辻（義）
・井本・嶽下・村上・北村（讓）
・戸田・檜皮・安達・藤本

以上13名（敬称略）

欠席者：北村（薫）（敬称略）

開会の挨拶（西田会長）

・10月4日
（木）
：

本日も皆さんの活発な意見を期待しております。

社会奉仕委員会フォーラム 北村（讓）委員長
・10月11日
（木）
：

【審議事項】

米山月間

1. 日本エイズ学会の市民公開イベント協賛の件
・協賛金を10万円として、
この予算はクラブの予備費
から社会奉仕委員会を通して計上する ⇒［ 承認 ］

担当：下岡米山奨学委員長

・10月18日
（木）
：
創立26周年記念例会
・12月13日
（木）
：

・12月2日
（日）のジャズフェスティバルの際にはこのイ

通常例会

ベントの観客動員、進行を補佐する為の人員確保に

・12月15日
（土）
：

ついて検討していくべきである ⇒［ 継続審議 ］

2. 大阪開明中学・高校インターアクトクラブの件
・予算についてはその必要性が発生した都度、大阪東
ロータリークラブと分けて請求してもらうようにする
⇒［ 承認 ］

RC）。内容は未定。

4. その他
・社会奉仕委員会「にしなり・こども食堂への支援」
8月22日
（水）午前11時〜午後1時30分の予定で、

・海外研修に関わる会費、提唱クラブ負担金について
も開明中学・高校分、大阪東ロータリークラブ分、大
阪中之島ロータリークラブ分にそれぞれ請求しても
らい、
それぞれが納入するものとする。
この件は、
藤本幹事が責任をもって連絡・処理すること。

3. 2018〜2019年度 委員会構成について
・新入会員の村木会員を親睦活動小委員会に配属する
⇒［ 承認 ］
・会員研修小委員会のR規定・情報委員に高島会員を

ボーリング大会及び食事会を開催する。
この奉仕事業の予算は¥189,000
⇒［ 承認 ］
・
「平成30年7月豪雨」に対する義捐金について
大阪中之島ロータリークラブからは10万円プラス
例会で募る義捐金を充てる。
この10万円は震災関
連積立金より拠出する。
・津崎 慶一氏の入会を承認 親睦活動小委員会に配属

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
本日の理事会も、前回に引き続き活発な意見交換が

配置する ⇒［ 承認 ］
※最終決定した委員会構成は添付書類参照。

4. 2018〜2019年度 年間行事計画について
・8月2日
（木）
：
会員増強維持委員会担当卓話

三世代合同奉仕事業（ホストクラブは大阪大手前

満村副委員長

・8月23日
（木）
：
インターアクトクラブ海外研修報告

あり満足しております。
特に本日の議論のお陰でインターアクトクラブについ
ても詳しくわかってきました。
今後とも熱心且つ緻密な議論をお願い致します。

【 18年8月 行事予定】（会員増強・拡大月間）
日付

通算No.

今期

2日
（木）

1209

5

ホームクラブプログラム
ガバナー補佐訪問

9日
（木）

1210

6

16日
（木）

-

-

休会①

23日
（木）

1211

7

インターアクトクラブ
海外研修報告

30日
（木）

1212

8

ガバナー公式訪問日

卓話担当者

会議、行事

会員増強・維持委員会 :
満村副委員長

第1回クラブ協議会

卓話担当：北村（讓）会員

第3回9月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
2660地区インターアクトクラブ
海外研修 台湾
日程：8/2（木）〜8/5（日）

卓話担当：インターアクト
クラブ生徒代表

【 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

6日
（木）

1213

9

13日
（木）

1214

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

委員会報告

各委員長・小委員長

10

卓話担当：前田会員
臨時総会（事業・決算報告）

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

20日
（木）

1215

11

27日
（木）

1216

12

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区ロータリー財団セミナー
日程：9/1（土）
会場：大阪YMCA会館
秋のRYLAセミナー（ホスト：茨木西RC）
日程：9/22（土）〜9/24（月）

第4回10月度理事会

卓話担当：北村（薫）会員

指名委員会開催

【 18年10月 行事予定】（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

卓話担当者

4日
（木）

1217

13

社会奉仕員会フォーラム

社会奉仕委員会：
北村（讓）委員長

11日
（木）

1218

14

米山月間

米山奨学委員会：
下岡委員長

18日
（木）

1219

15

創立26周年記念夜例会

25日
（木）

1220

16

卓話：
「ロータリー青少年保護と
危機管理」

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区公共イメージ向上セミナー
日程：10/13（土）
会場：大阪YMCA会館

第5回11月度理事会

卓話担当：
高槻西RC 近藤 眞道 様

２０１8-１9年度 第2回 社会・青少年奉仕委員会

議事録

日 時：2018年7月12日
（木）18：00〜18：30
場

所：天満警察署前「鰻の志津可」

議事進行：北村 讓 委員長
出席者：木村・金森・北村讓・安達・杉村・福田・北村薫・嶽下・辻義光

以上9名（敬称略）

※会長、幹事も出席予定でしたが、大阪天満橋RC会員の叙勲パーティーへ出席の為、欠席

にしなり☆こども食堂に対する支援の件の打ち合わせ

④解散は、かごの屋岸里店で行う。

①開催日時：8月22日18時〜18時30分で決定。

⑤保険につては、掛けることとする。

②集合については、ロータリアンも子供たちも玉出ボー

⑥その他詳細については次回委員会7月26日打ち合わ

ル予約済）に直接行く。
こどもの引率は、にしなり☆こ
ども食堂の代表川辺さんとボランティアの方達で大丈
夫とのこと。
③ボーリングの後、かごの屋岸里店（予約済）
で会食する。

せとする。
委員会終了後、第1回懇親会を「鰻の志津可」
で20時30分まで
開催した。

「国際ロータリー第３ゾーン 戦略計画推進セミナー」
を共同開催して

高島 凱夫

7月14日
（土）、
ホテルグランビア大阪に於て
「RI第3ゾー

ター
（RPIC）が公共イメージ向上について、田村 泰三地

ン戦略計画推進セミナー」が開催されました。

域財団コーディネーター
（RRFC）、松本 祐二エンド・ポリ

クラブからは福田ガバナー補佐、北村ガバナー補佐エ

オ・ナウ地域コーディネーター（EPNZC）、大室大口寄付

レクト、西田会長、村橋直前会長、高島ロータリーコー

者推進アドバイザー（E/MGA）が財団、
ポリオ、
メジャー

ディネーターが出席しました。
また、来賓として石黒 慶

ドナーについての話をされました。

一RI理事、三木 明RI理事、北 清二TRF管理委員、会員

続いて、第3ゾーン11名の地区ガバナーが2018〜

増強プロジェクトリーダー、木下RI研修リーダー、佐藤RI

2019年各地区の重点施策を熱く語られ、次年度担当者

研修リーダーの日本のリーダーが出席されました。

の高島が次年度の開催日、開催場所の説明と出席要請

RI理事からは、現在RI理事会での検討事項、
ロータリー

をし閉会となりました。

の進む方向などの話題、TRF管理委員からはロータリー

次回は、2019年7月13日
（土）10：00〜16：00、
ホテル

財団に関しての講演がありました。昼食を挟み午後から

グランビア大阪で開催致します。地域リーダーのセミ

は、第3ゾーンのコーディネーターの講演がありました。

ナーですがロータリーの様々な知識を垣間見る機会で

高島ロータリーコーディネーター（RC）が戦略計画につ

すので、特別席を確保致したいと思います。是非参加し

いて、横山 守雄ロータリー公共イメージコーディネー

てみて下さい。

福原 哲晃会員の
「旭日中綬章」
受賞を祝う会

幹事 藤本 淳司

平成30年7月12日
（木）18：00より、
ホテル日航大阪32階「スカイ テラス」
にて大阪天満橋ロータリークラブの福原 哲
晃会員の
「旭日中綬章」受賞を祝う会が開催されました。
大阪中之島ロータリークラブからは西田会長、満村会員、藤本幹事の計3名が出席し、終始アットホームで和やかな雰
囲気で多くの方が祝辞を送られ、
その祝辞から福原会員のお人柄を感じる事が出来、
とても楽しい時間を送る事が出
来ました。

7

12

ニコニコBOX

西田：本日は五大奉仕委員長による今年度活動方針
です。宜しくお願いします。ニコニコ
藤本：皆様暑い日が続きますが、
ご自愛下さい。
村上：やっと梅雨が明けました。ニコニコ
戸田：来週月曜日夜7時、4チャンネルでまたうさんく
さい話をします。ニコニコ
吉田：ニコニコ
嶽下：ニコニコ
前田：先週建設関係で国土交通大臣表彰を受賞しま
した。
村橋：暑さに負けず！
！

米山奨学生

米山奨学生

簫 宇庭（ショウ ユーティン）

村木：ニコニコ
満村：早退します。ニコニコ

本日合計 : ￥21,000
計 : ￥84,000

累

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

30名
6名
1名
23名
6名

出席率
6月21日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
1名
1名

79.31 %
100 %

●本日のゲスト
北村譲会員ご紹介
米山奨学生

上瀬 匠 様
蕭 宇庭 様

●メイクアップ
皆さんこんにちは、先週は警報出たので欠席させていた
だきました。

嶽下 勇治
梅原 一樹

6月 9日
6 月13日

台北福齢RC
地区広報公共イメージ
向上委員会

皆さんのお家は大丈夫でしょうか。
先週の日曜日は学友会の総会でしたけど私はその翌日
に会社のテストに行かなきゃいけないので総会も欠席
しました。
会社行くのは本当に緊張しましたけどテストは無事に
終わりました今は結果を待っています。
実は先日に又別の会社のテストの通知が来ましたの
で、来週また東京行きます。
早く内定かもらえるように頑張りたいと思います。

本日のソング委員 岡本 啓吾会員

