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（ 7月26日）

月 間 テ ー マ（ 8月 ）

会長挨拶
会長

会員増強・拡大月間

西田 末彦

2018年8月2日
第1209回（本年度 第5回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会員増強卓話
満村 和宏 副委員長
■第一回クラブ協議会
13：40〜 オパールルーム
■福田ガバナー補佐 訪問日
11：30〜 懇談会 寿の間

次回 8/9 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話
北村 讓会員
■第4回 9月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

本日は小委員の今年度の活動方針・計画の発表です。各小委員長宜
しくお願い致します。
今日は大阪天満橋ロータリークラブの福原さんがお越しです。福原さ
んは先程「旭日中綬章」
を受賞されました。改めましてお慶び申し上
げます。
本日は2018-19年度RI会長のバリー・ラシン氏を少し紹介したいと

お願いいたします。
■8月2日
（木）、福田ガバナー補佐の訪問です。
例会終了後13：40より福田ガバナー補佐をお迎え
して第1回クラブ協議会を行います。各理事役員、
委員長の皆様、
ご出席を宜しくお願いいたします。
■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。
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。
辻義光会員・井本会員、宜しくお願い致します。
■8月9日
（木）村木新入会員の自己紹介と北村譲会
思います。
バリー・ラシン氏はバハマ・ニュープロビデ
ンス島のイーストナッソーRC所属で、1980年にRCに
入会されています。
フロリダ大学で保険・病院運営の
MBAを所得され、院長として37年間務められました。
ロータリーではRIの数々の要職を歴任され、ロータ
リー最高の賞である「超我の奉仕賞」を受賞され 、

員の卓話です。宜しくお願いいたします。
■8月16日
（木）
は休会です。
■8月23日（木）インターアクトクラブ生徒代表の海
外研修報告です。
■7月のロータリーレート 1米$＝110円

2010年ハイチ地震後のロータリーによる災害救助

本日のメニュー

活動を統率した事により多くの人道賞を受賞してお
られます。今年度RIのシンボルマークはカリブ海の海
と空を表し海を通じて世界は隣人であると言われて
います。
インスピレーションになろう、奉仕を通じて人々を、地
域社会を、世界を勇気づけ元気づける原動力になっ
てくださいと言われています。

幹事報告 (7/26)
2018-19年度第1208回（第4回例会）

幹事 藤本 淳司

小

■本日は
（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、北村薫会計委員長、宜しく
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各小委員会活動報告

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、SAA、会計
会員増強・維持小委員会

委員長 辻 義光

今年度大阪中之島RCの会員増強・維持委員会は純
増員3名以上、を目標としていますが、7月に北村薫
会員のご推薦の村木会員が入会され、8月も引き続
き北村譲会員ご推薦の津崎慶一氏が入会手続き完
了後、入会予定です。
また山本会員ご推薦の佐賀野雅行氏、北村譲会員ご
推薦の上瀬匠氏も会員候補者選考会を無事終了し
て、8月の理事会でお二方の入会審議を行い、承認さ
れれば会員皆様にご報告申し上げ、異存なければ8
〜9月初旬に入会手続きを行う予定です。
順調に行けば今年度4名の増加となり、当初の目標
であった純増3名は皆様のご協力を得て達成いたし
ます。
その後、6月にありました
「2660地区2018-19年度の
ための会員拡大増強セミナー」
をきっかけに西田会長
は今年度増強10名を目標にしたいと発表されました。
会員増強・維持小委員会はここに来て当初目標の増強
3名から10名の大幅アップを目指すこととなりました。
今年度10名増強は、かなり厳しい数字ですが、なん
とか西田会長の希望数10名に少しでも近づけられる
ように努力したいと思っております。
あと6名です。
大阪中之島RCの会員の皆様、
どうぞよろしくお願い
いたします。

例会運営小委員会

委員長 木村 眞敏

ロータリークラブの行事の中で、最も基本的かつ重
要な行事は例会であります。我々クラブ会員は例会

活動を通じて会員相互の親睦を深めることが、
ロー
タリークラブの組織を活性化することになり、結果、
充実した奉仕活動ができるようになるものと思慮し
ております。
従いまして、会員相互の親睦が実現できるよう、充実
したクラブ運営を目指してまいりたいと思います。
なお、西田前例会運営委員長よりご指摘があったよ
うに、例会への出席率の低下が問題となっております。
そこで、出席率向上のため、毎月、
月1回、
月初に修正
出席率100％を目差したいと思います。
いかがでしょうか。
①「ソング部門」
クラブメンバーが、明るく楽しいスタートが切れ
るような、
ソングを中心に選定していきたいと思
います。
②「出席部門」
会員全体の出席率の向上を目差し、
また、
ビジ
ターやゲストについては、皆様が満足してもらえ
るよう対応していきたいと思います。
③「プログラム部門」
会員の親睦を一層深められるような内容にして
いきたいと思っています。
④「会報部門」
クラブ活動の記録と会員への正しい情報提供と
他のロータリークラブや外部への広報誌として
の役割を果たしたいと思います。

親睦活動小委員会

委員長 井本 万尋

会員研修小委員会
委員長 嶽下 勇治（報告：副委員長 村橋 義晃）

7月より新入会員の村木さんを迎え8名の体制で行
います。
今年度の活動方針・計画
｛活動方針｝
今年度親睦活動小委員会としては、持続的に良い
奉仕活動を行なうにはクラブ全員の親睦をより深
めることが重要だと考えております。
また、いろんな行事を中心に会員の増強活動や
退会防止に役立てたいと思いますので皆様のご
協力とご理解、行事へのご参加をよろしくお願い
致します。
親睦小委員会の仕事
●クラブ奉仕の会員間の親睦にかかわる行事また
はそれに付随する行事、諸活動全部に対して責
任を持って率先して活動していただく。
●例会30分前にはお越しいただき、青いタスキを
かけていただき、例会参加するゲスト・会員に対
し大きな声で挨拶して気持ちよく例会に参加し
ていただく。
●クラブの親睦の行事ごとにおいては、参加会員、
ご家族に対しともに参加して楽しむと共に、会員
間の親睦を深めるような活動を率先して行う。

1．今年度は、若手会員を対象とした
「IH会」
を開催し、
「ロータリーの目的」
などについて研究していきた
いと考えています。
将来を担う若手会員の意識向上と、新入会員の入
会環境を高め、活力あるクラブづくりを目指すこと
を目的としています。
・
「IH会」
メンバーは、60歳以下の会員とロータリー
歴5年以下の会員とさせていただきます。
ご理解
とご協力をよろしくお願いします。
満村和宏、岡本啓吾、戸田佳孝、栗山博道、杉村
雅之、井本万尋、梅原一樹、藤本淳司、丸山澄高、
村上俊二
2018年度新入会員
・活動内容は、年4回程度の情報集会形式とします。
2．2018年度新入会員に対する研修を実施します。
3．
ロータリー規定・情報及び雑誌・広報についての
卓話を実施します。

SAA

担当 檜皮 悦子

●例会にてゲストの紹介、お誕生日、結婚記念日
の紹介等
｛活動計画｝
1．12月20日
（木）太閤園にてクリスマス会⇒年末
家族親睦会に名称変更
夜例会 太閤園 桜苑の間にて楽しい催しを企画
しております。
2．来年の春、桜の時期にお花見家族会を予定して
おります。
3．1月31日
（木）上半期新入会員歓迎夜例会
4．6月27日
（木）下半期新入会員歓迎夜例会

「今年度の活動方針」
ロータリーの基本である例会運営を格調高い雰囲
気の中にも、会員相互の親睦を深め、
ビジターなら

びに会員に良い印象を与えるように例会場準備又
その進行に努めます。来訪者、会員から
「楽しい例
会」
と評価されればおのずと
「出席率の向上」にも
繋がると思います。
又会長、幹事はもとより例会運営委員会、親睦活動
委員会その他の関連する委員会と密に連絡し合
い、秩序正しく運営されるように配慮いたします。

諸設備を準備点検する
（5）
ニコニコ箱のお願い−目標220万円
予算 30,000円

会計

委員長 北村 薫

「今年度の活動計画」
（1）会員相互ならびに来訪された方々と親睦を深
めるためにも温かい雰囲気作りに努めたい。
（2）秩序ある例会運営により会長挨拶、報告、卓話
時には私語の無いように又携帯電話の取り扱
いにも注意喚起する。
（3）会員相互の親睦を図るためにも指定席を決め
させていただきます
（4）SAA担当委員は早めに会場に集合し、例会が
スムーズに進行できるように例会前に会場の

適正な財政基盤の確立に努め、
日々の会計処理を迅
速かつ適正に行なうことを心がけます。

２０１8-１9年度 第3回 社会・青少年奉仕委員会

議事録

日 時：2018年7月26日
（木）11：30〜12：15
場

所：太閤園 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・杉村・福田・村上・辻義光

以上9名（敬称略）

配布資料：
・7月26日 2018-19年度 第1回社会・青少年委員会レジュメ【配布資料①】
・出席者表【配布資料②】

・第1回事業計画書（案）
（にしなり★こども食堂）
【配布資料③】

・白阪名誉会員との打ち合わせ内容【配布資料④】

・第1回事業計画書（案）理事会提出分【配付資料⑤】

・委員会・楽しもう会予定表【配布資料⑥】

・第1回委員会議事録【配布資料⑦】

・第1回委員会写真【配布資料⑧】

・成美学寮訪問写真【配布資料⑨】

・第２回委員会議事録【配布資料⑩】

・7月12日例会での委員会報告【配布資料⑪】

【協議・報告・確認事項】

②ボーリング後の食事会（12：30〜14：30）
場所：かごの屋岸里店
（玉出ボールより徒歩10分程度）

1. にしなり★こども食堂への支援【配布資料③・⑤参照】

所在地：大阪市西成区岸里3-11-12 TEL.06-4398-3211

実施日時：2018年8月22日
（水）11：00〜14：30
玉出ボールに集合

かごの屋岸里店にて解散

希望者のみ“にしなり★こども食堂”を訪問する

費用（概算）
：2,000円×60人＝120,000円
※①②の合計189,000円
※予算内で子供たちに参加賞（お菓子）を渡す。事業予

※集合時間等については今後打ち合わせの事とする
①ボーリング大会
場

所：玉出ボール

所在地：大阪市西成区潮路1-7-5 TEL.06-6658-0661
詳細・費用（概算）
：
子供250円×4ゲーム×30人＝30,000円
大人350円×2ゲーム×30人＝21,000円
飲み物

300円×60人＝18,000円

合計＝69,000円

算200,000円
※予定参加人数：子供30名、大人8名（にしなり★こども食
堂ボランティア）
、大阪中之島RC会員22名 合計60名

2. エイズ啓発大阪ジャズフェスティバル支援【配布資
料④参照】

開催日時：2018年12月2日 14：00〜
会

場：大阪市中央公会堂

現在IR2660地区の協賛も依頼中である

3. 委員会実施日等の変更【配布資料②参照】

ブより大阪東RC様へ請求する。上記の旨を7月26日に大

①2019年3月28日
（木）11：30変更→13：40

阪東RCインターアクトクラブ担当廣田様に打診したとこ
ろ、当クラブの理事会決定に一任でよいのではないかと

②2019年4月18日
（木）変更→4月25日
（木）11：30

回答をいただいた。

4. 開明中学・高等学校インターアクトクラブ経費支払

次回委員会開催日 2018年8月23日
（木）11：30

いについて
（案）

例会場前

運営経費は都度大阪中之島RCが支払い、年2回当クラ
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ニコニコBOX

西田：本日は各小委員長活動方針計画の発表です。
各委員長宜しくお願い申し上げます。
藤本：小委員会の委員長の皆様、本日は宜しくお願い
申し上げます。
木村：猛暑です。ニコニコ
村上：毎日暑いですね。体調管理に気をつけましょう。。
ニコニコ
大阪天満橋RCより福原 哲晃 様がお見えになりました。

北村（讓）
：母校が大阪夏の大会、北ブロックでベスト8
頑張ってくれました！
戸田：福原さん、
ようこそいらっしゃいました。ニコニコ

8月のお祝い
Congratulations!

吉田：ニコニコ
辻（一）
：昨日天神祭りでお疲れなので、半分眠った例
会になるかも・・・お許しあれ

●誕生日
杉村 雅之 ［4日］

前田：この暑さに乾杯！

辻

梅原 一樹 ［8日］

檜皮：福原様、叙勲おめでとうございます。更なる今
後のご活躍を祈念いたしております。

金森 市造 ［31日］

村橋：会長幹事慰労会有難うございました。

一夫 ［7日］

村木：ニコニコ

●事業所設立記念
安達 昌弘

株式会社三起［昭和45年］

嶽下 勇治

嶽下勇治税理士事務所［平成17年］

辻

一夫

辻一夫税理士事務所［平成19年］

丸山 澄高

丸山澄高税理士事務所［平成28年］

村木 博行 （株）ベストプランコム京都支社［平成30年］

栗山：暑いですね。患者さん全然来ません。
大阪天満橋RC 福原 哲晃 様：
私の大阪天満橋RC叙勲のお祝いに、西田会長
様、藤本幹事様、満村様にご出席を賜り、
また高
島パストガバナーに祝電を賜りました。誠に有
難うございました。

●結婚記念日

本日合計 : ￥39,000

村木 博行 ［ 4 日］

●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
24名
5名

出席率
7月5日の修正出席率

累

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
82.75 %
100 %

1名
0名
0名
0名

計 : ￥175,000

●本日のビジター
大阪天満橋RC

●メイクアップ
杉村 雅之
前田 隆司
岡本 啓吾
戸田 佳孝
辻 一夫

7月 7日
7 月19日
7 月19日
7 月19日
7 月19日

福原 哲晃 様
合同地区委員会
直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会

