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2018年8月23日

会員増強・拡大月間
月間テーマ（8月）

第1211回（本年度 第7回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日はこの後新入会員の入会式がありますが、津崎さんご入会おめ

でとうございます！折しも今月は会員増強月間と言う事で大変嬉しく

思います。今後も末永くよろしくお願いします。

今月は会員増強・新クラブ結成推進月間と言う事で、ガバナー月信を

本日のプログラム

次回 8/30 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
■山本博史ガバナー公式訪問日
●卓話　
　山本ガバナー
■ガバナーとの懇談会
　11：30～　淀川邸 鶴の間

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　インターアクト海外研修報告
　開明中学・高等学校 インターアクト
　クラブ
　顧問：三本杉 博美 先生
　インターアクター：中学2年生
　　河本 聖己（かわもと まさき）



津崎 慶一会員 ご入会おめでとうございます

■本日は北村讓会員の卓話です。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3回9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。

■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。

■8月30日（木）は山本ガバナーの公式訪問日です。

会員の皆様全員の出席をお願いいたします。

■8月のロータリーレート　1米$＝112円

2018-19年度第1210回（第6回例会）
幹事報告 (8/9)

幹事  藤本 淳司

読まれた方はご存知と思いますが山本ガバナーはそ

の中でこの様に言われております。

少しだけ紹介致します。

国際ロータリーの最優先事項はポリオ撲滅ですが、

組織論的には会員増強が最優先事項です。

会員増強無くして「魅力ある・元気ある・個性ある」ク

ラブは目指せませんし、「魅力ある・元気ある・個性あ

る」クラブを目指さねければ会員増強も図れません。

そして最後にこう結ばれています。

言葉で、そして行動で、インスピレーションを与えてく

ださい。今日実行すべきことを実行し、明日に、そして

自分がロータリーに入会した時よりも、去る時にもっ

と強くなっているロータリーを築いてください。

ようこそ! 大阪中之島ロータリークラブへ



私は、20年前に中国に遊びに行きました。

当時の日本のマスコミは、中国経済はバブルで崩壊

する、中国共産党は民衆の批判で瓦解する、権力層

と結びついた一部の富裕層以外は人民が貧困にあ

えいでいるというものでしたが、私は、この国は今後

大きく発展し、膨大な中間所得層が登場すると予感

し、実際にそのようになりました。

北京の大学に短期留学、その後、日系の貿易物流会

社の中国法人社長を務め、7年ほど滞在しました。マ

スコミは、一面だけを極端に報道するので、中国に関

する報道も不正確な事が多いと、日本人の駐在員達

は、感じています。

ここでは、体験を通じた中国共産党への感想を話し

ましょう。

私が知り合った中国共産党員達は以下の方達です。

①中国留学中に中国語を習った大学生：

社会奉仕などもする真面目な方でした。社会奉

仕などがあるので多く学生達は入党を敬遠する

そうです。

②国営会社の社長：

60歳前の誠実な方で、文化大革命の悲惨な体験

で、個人独裁に批判的でした。

③私の運転手：

真面目な寡黙な方で、他方、気配りができ助かり

ました。

④私が住んだ自治会の役員達：

老人たちが集まる朝の太極拳体操を通じて知

り合いましたが、親切な方ばかりです。中国の

人々は、日本人ほど公共心がないので、地域の

熱心な党員がいないと自治会は維持できない

でしょう。

⑤民間企業の社長：

とても優秀な方です。中国では社会的に有用な

人は党に所属しなりません。結局彼は国営会社

の再建の為に、自分の会社を妻にまかせ、北京

に単身赴任する結果になりました。

中国共産党は、マルクスレーニン主義のイデオロ

ギー集団というより、実務官僚集団という方が適切で

しょう。中国3千年の歴史において、どの王朝も科挙

試験制度を通じて形成された官僚集団に支えられた

事と相通じます。

社会のあらゆる分野に張り巡らされた中国共産党の

私の感じた中国共産党

北村 讓会員、 講師 ：（公財）日本ユースリーダー協会理事　笛吹 明男 様



日　時：2018年8月9日（木）　13：40～
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：西田・村橋・木村・嶽下・村上・北村（讓）・戸田・北村（薫）・藤本・檜皮　以上10名（敬称略）
欠席者：辻（義）・井本・安達　（敬称略）

2018-2019 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

開会の挨拶（西田会長）

ご参集頂き有難うございます。クラブ活性化のため活
発なご意見をお願いいたします。

【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

協賛金＝10万円＿クラブの予備費より計上

　⇒［ 承認済み ］

日本エイズ市民公開イベント協賛ロータリークラブと

して大阪中之島ロータリークラブ名を明記する

　⇒［ 承認 ］

2. 大阪開明中学・高校インターアクトクラブの件

第2回理事会にて経費については、大阪東ロータリー

クラブと大阪中之島ロータリークラブと分けて請求し

て頂き、其々納入で承認されたが、大阪開明中学・高

校よりどちらかのクラブでお願いしたいとの要望があ

り一先ず大阪中之島ロータリークラブが一括して納入

して、大阪東ロータリークラブと精算する（半期に一度

実施）

　⇒［ 承認 ］

3. 2018～2019年度 年間行事計画について

2018年9月6日（木）：

　村木会員・津崎会員自己紹介

2018年9月13日（木）：

　第4回10月度理事会指名委員会開催

2018年12月13日（木）：

　梅原会員卓話、第7回1月理事会

2018年12月15日（木）：

　三世代合同奉仕事業：大手前整肢学園

　ホスト：大阪大手前RC

4. 新入会員の件について
佐賀野 雅之氏（推薦者：山本会員、福田会員）

　⇒［ 承認 ］

上瀬（かみせ） 匠氏（推薦者：北村会員、嶽下会員）

　⇒［ 承認 ］

5. 岡本会員の出席免除
膝関節手術のため2018年11月末まで出席免除

会費免除無し

　⇒［ 承認 ］

6. メイクアップ対象について
＊原則は例会に基準するものである

　①奉仕プロジェクト　②Attendant card

＊2018年9月20日（木）三世代懇親会（ホスト大阪天

　満橋ロータリークラブ）Make-up対象ではない

　　⇒［ 承認 ］

7. その他
＊社会奉仕委員会：「にしなり・こども食堂への支援」

　万一に備えて保険を契約する＿村木会員依頼

　　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（木村会長エレクト）

沢山のご意見有難うございました。クラブの活性化の
ため今後とも宜しくお願いいたします。

存在がなければ、個人主義志向が強く、地域ごとの

独立性が高い中国を一つの国まとめることは大変だ

と感じました。

他方、中国の膨張主義に懸念を感じている方も多い

と思います。実際に中国共産党は、建国100年にあた

る2049年には中国を世界最大の強国とする目標を

掲げていますので、その点では私自身も懸念を感じ

ています。



【’18年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
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

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1221

1222

1223

1224

1225

17

18

19

20

21

次年度理事・役員発表
ロータリー財団委員長卓話

第2回クラブ協議会

第6回12月度理事会

R財団担当（国際奉仕）：
栗山会員

卓話担当：丸山会員

卓話担当：戸田会員

卓話担当：辻（一）会員

卓話担当：辻（義）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

新入会員自己紹介

臨時総会（事業・決算報告）

卓話担当：村木会員・
　　　　  津崎会員

卓話担当：前田会員

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：北村（薫）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）

IM6組会長・幹事会
　日程：11/21（水）18：00～
　会場：太閤園

【’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 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1217

1218

1219

1220

13

14

15

16

社会奉仕員会フォーラム

米山月間

創立26周年記念夜例会

卓話：「ロータリー青少年保護と
危機管理」

第5回11月度理事会

社会奉仕委員会：
北村（讓）委員長

米山奨学委員会：
下岡委員長

卓話担当：
高槻西RC 近藤 眞道 様

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

ガバナー杯争奪軟式野球大会の日程が決定いたしました。

初戦は9月29日（土）9：00から、山本球場にて御堂筋本町RCとの対戦となっております。ぜひ皆様応援してく
ださい！

第30回 ガバナー杯争奪軟式野球大会

※試合開始30分前までに集合してください

第1試合
9：00～10：30

大阪中之島
御堂筋本町
（3塁側）

第1試合
9：00～10：30

大阪中之島
心斎橋
（3塁側）

第2試合
10：50～12：20

大阪中之島
大阪西
（1塁側）

第3試合
12：40～14：10

大阪中之島
城北

（3塁側）

第3試合
12：40～14：10

大阪中之島
寝屋川
（1塁側）

決勝・
3位決定戦

山本球場 山本 ミキハウス ミキハウス サントリー サントリー

9/29（土）

第4試合
14：30～16：00

大阪中之島
平野

（1塁側）

山本

10/7（日）日程 10/8（月・祝） 10/13（土） 10/20（土） 11/3（土） 11/11（日）



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 76.66 %
7月19日の修正出席率 93.10 %

●メイクアップ
福田 忠博   7 月19日 大阪天満橋RC
北村 　讓   7 月19日 大阪天満橋RC
梅原 一樹   7 月19日 直前会長・幹事慰労会
吉田 　了   7 月19日 直前会長・幹事慰労会

ニコニコBOX

西田：津崎さん、入会おめでとうございます。大歓迎

いたします。

末永く宜しくお願い致します。ニコニコ

木村：猛暑少しゆるんできたようです。

藤本：津崎さん、本日より宜しくお願い申し上げます。

笛吹さん、代理卓話楽しみです。

村上：新会員津崎さんよろしくお願いします。ニコニコ

北村（讓）：本日代理卓話で笛吹さんにお願いしまし

た。宜しくお願いします。

新入会員津崎さんをよろしくお願い致します。

戸田：笛吹さん、卓話楽しみにしています。

吉田：ニコニコ

金森：美味しい桃有難うございました。

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：8月11日（祝）コムズガーデンで太鼓をたたきます。

北村（薫）：暑さが少しましになってきましたね。

村木：いつもニコニコです！

杉村：辻義光会員、井本会員インターアクト海外研修

有難うございました。

井本：先週インターアクト海外研修無事終わりました。

お気遣い有難うございます。

本日途中で失礼いたします。

本日合計 : ￥31,000
累　計 : ￥253,000

9
8

●本日のビジター
 大阪鶴見RC、ゲストスピーカー 笛吹 昭男 様
 大阪城北RC 森本 匡昭 様

本日のメニュー

・オードブル
 サーモンのタルタル　アボガド、小海老のミルフィーユ仕立て

・牛フィレ肉のステーキ
・彩りサラダ、コーヒー、パン


