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経済と地域社会の発展月間・米山月間

会長挨拶
会長

西田 末彦

2018年10月25日
第1220回（本年度 第16回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我等の生業」
:
●卓話 ロータリー青少年保護と
危機管理
講師：高槻西RC 近藤 眞道 様

次回 11/1 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 R財団卓話
栗山 博道 会員
こんばんは、本日は大阪中之島ロータリークラブ創立26周年記念例
会、
そしてその後の懇親会と宜しくお願い致します。
今日は中之島RCの26周年記念のお祝いに姉妹クラブであります台
北 福 齢 R CよりS T E V E N 会 長ご 夫 妻 、J E M M Y 幹 事ご 夫 妻 、P E
BALANCEご夫妻、VP JOHONSONさん、
そして中之島RCと最も親睦
と信頼が深くいつもいつも福齢RCと中之島RCとの橋渡し役をして頂
いてるCP HENRYさんの合計8名の方がお越しになっておられます。

ついて高槻西RC 近藤様を講師としてお願いして
STEVEN会長には後ほどの懇親会の時にご挨拶をお
願いします。
さて、大阪中之島ロータリークラブもこんな私が言う
のもおこがましいですが、本当に素晴らしいクラブに
なったと思います。地区の方にも高島PG始め毎年7・
8名前後の出向者を出し地区に対する貢献度も高く、
クラブ内においては各奉仕委員会も2つから3つの奉

おります。
■11月1日
（木）、11月はロータリー財団月間です。国
際奉仕委員会ロータリー財団担当 栗山会員、卓話
のご準備、宜しくお願いします。
■11月8日
（木）新入会員の自己紹介です。
佐賀野会員、上山会員、
ご準備、宜しくお願いいた
します。

仕活動をこなし、
また仲も大変良い。
おそらく2660地

地区委員会、
その他の報告です。

区内でも活発なクラブだと思われていると思います。

■「台北福齢RCの皆様と京都観光」

事実今年8月のガバナー公式訪問の時には山本ガバ
ナーから2660地区の模範となるクラブだとお褒めの
言葉を頂きました。
この様に立派なクラブになったの
も諸先輩方の努力の賜物だと思い感謝致しておりま
す。有難う御座います。
今後は4年後の30周年には会員数を50名まで伸ば
し名実共に地区内での中堅クラブになりたいと思っ
ております。
ここ数年は会員数30名前後で推移して
ましたが、
お陰をもちまして大変嬉しい事に今年度に
入り5名の新入会員を迎える事が出来ました。今年度
の目標であります会員数40名も見えてきたかなと
思っております。皆様方には更に会員増強をお願い
したいと思います。

■「米山奨学生レクリエーションのご案内」が届いて
おります。
日時：2018年10月21日
（日）10：00〜17：00
場所：宝塚大劇場
米山奨学担当 嶽下カウンセラー、
ご出席宜しくお
願いいたします。
■「米山梅吉記念館訪問」
日時：2018年10月27日
（土）
■「2018-2019年度 インターアクトクラブ年次大会」
及び「2018-2019年度 インターアクト合同会議・
懇親会」

結びに大阪中之島RCと台北福齢RCの益々の発展と、
本日ご参会の皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し
上げ26周年の挨拶とさせて頂きます。

幹事報告 (10/18)
2018-19年度第1219回（第15回例会）

日時：2018年10月19日
（金）10：00 太閤園出発

日時：2018年11月４日
（日）
10：00〜15：30

年次大会

16：00〜17：00

合同会議

17：30〜19：30

懇親会

場所：年次大会：浪速高等学校中学校
幹事 藤本 淳司

■本日は例会終了後、創立26周年記念懇親会を
18：30より予定しております。
■10月25日
（木）
「ロータリー青少年保護と危機」に

合同会議・懇親会：大阪市住吉区「いわし亭」
杉村インターアクト担当、
ご出席、宜しくお願い致
します。

創立26周年記念例会
創立26周年記念例会と祝賀会が10月18日（木）の夜
18時より太閤園で行われました。
当日は、台北福鈴RCから、
スティーブン会長夫妻をはじ

め、cp.ヘンリー様、米山奨学生のショウさんもお越しく
ださり、合計9名のお客様を迎え大変賑やかに祝賀会も
開催することができました。

米山奨学生

米山奨学生

簫 宇庭（ショウ ユーティン）

皆さんこんにちは。

ら繋がりがあってよく作品審査会に来てくれました。
この

今日良いお知らせがあります、それは私はやく内定もら

度採用担当者もわざわざ東京から学校まて来てくれな

いました。会社の場所は東京、仕事内容はアニメーショ

した無事に内定貰うことがてきました。

ン制作です。

ここまで来れるのは皆さんの応援のおかげです、本当に

めちゃくちゃ有名な会社ではなく、創立40年くらい経っ

ありがとうございます!

ている安定的な会社です。
この会社は私の学校と昔か

これからもよろしくお願いします。

京都観光with 台北福齢ロータリアン

国際奉仕委員会

大阪中之島ロータリークラブ26周年例会の翌日秋

りました。

気爽やかな朝、姉妹クラブ台北福齢ロータリアン達

2日間の思い出と共に、次年度の再会を楽しみに彼

と京都観光に出発しました。

らの京都町屋宿までお送りしました。謝謝・有難うご

先ず、全国30,000社ある
「お稲荷さん」の総本宮：伏

ざいました。

見稲荷大社に参拝しまし、400メートルに続く鮮やか
な朱塗りの千本鳥居のトンネルには集合時間を忘れ
る程楽しみ、時には福齢ロータリアンは稲荷神社の
お使いである狐を
「狸！狸！」
といわれ笑いも頂きまし
た。昼食は
「美ね寅」
のうどんすきを頂き、昨夜以上に
“カンペイ！カンペイ！”と打ち解けた楽しい食事会で
した。次の観光地、国宝三十三間堂では1,001体もの
整列された観音像が奉られ、圧巻の光景に息を呑み、
また堂内両端の風神雷神像には躍動感が溢れてお

11月・12月指定席のご案内

SAA担当・副担当

11月・12月は血液型による指定席です。
新しいテーブル仲間と共に炉辺会合等を計画して頂
き、会員間の親睦、情報交換など胸襟を開いて自由
討論する機会を設けて頂きたいと思います。
各テーブルのSAA副担当宜しくお願いいたします。

Aテーブル
（8名）

栗山・早瀬・杉村・北村（薫）
戸田・佐賀野・小林・檜皮

Bテーブル
（8名）

安達・北村（讓）
・前田・満村
辻（義）
・梅原・津崎・丸山

Cテーブル
（8名）

村橋・木村・下岡・嶽下
高島・岡本・金森・辻(一）

Dテーブル
（8名）

上山・村上・吉田・村木
井本・福田・山本・上瀬

※ゲストの方は会員さんの欠席の多いお席にお座り頂く

Dテーブル

Cテーブル

（O型）

（AB型・A型）

Aテーブル

Bテーブル

（A型）

西田会長
藤本幹事
SAA担当

（B型）

壇上

米山奨学生レクリエーション

もしかして、優勝かも

野球同好会 監督 安達 昌弘

カウンセラー 嶽下 勇治

前週の大阪西RCとの戦いでは取りこぼし
（？）
をして

10月20日
（日）、
「米山奨学生レクリエーション」
で宝

しまいたいへん落ち込みましたが、20日の対城北RC

塚へいってきました。

戦では、出場者全員の力を結集し過去初めての逆転
サヨナラ勝ちを収めました。最高に気持ちが良かった。
特に今回の試合は人数を揃えることが非常に難しく、
不戦敗では相手に悪いので何とかぎりぎりでも試合
だけはやろうという状況だったので、
この勝利は本当
に笑いが止まらなかったです。
いつも思っていることですが、遠いところまで応援に
来て頂いた女性群、本当にありがとうございました。
そうこうしているうちに、今年度のガバナー杯野球大
会も11月3日にリーグ戦の最終試合（対寝屋川RC
戦）
を迎えます。
まだ全体の詳しい成績はわかりませんが、
この最終
戦に勝利すれば優勝かそれに匹敵する結果が待っ
ているように思えます。

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第20回米山功労者」の表彰を受けました。
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ニコニコBOX

西田：大阪中之島RC26周年を祝して
台北福齢RCの皆様、
ようこそお越しくださいま
した。大歓迎です。
木村：台北福齢RCの皆様、
ようこそお越しくださいま
した。
藤本：台北福齢RCの皆様、
ようこそお越しくださいま
した。有難うございます。
金森：読売テレビの夕方放送のTenという情報番組、
街角トレジャーの収録に「ますだ」
さんが御殿
山に来られて、
自宅訪問を受けました。10月24
日放映のなかで見られるかな、
と思います。
村上：久しぶりの夜例会です。ニコニコ
北村（讓）
：祝！
！
戸田：26周年おめでとうございます。ニコニコ
吉田：ニコニコ

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

34名
6名
2名
26名
6名

出席率
9月27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
8名
0名
1名

台北福齢RC 会長エレクト
台北福齢RC 会長ノミニー
台北福齢RC

STEVE 様
RITA 夫人
JEMMY 様
KETY 夫人
JOHNSON 様
BALANCE 様
SUNNY 夫人
C.P.HENRY 様

10月 7 日
10月 7 日
10月 7 日
10月 7 日
9 月27日
10月11日

檜皮：大阪中之島ロータリークラブの26周年を祝して
辻（義）
：ニコニコ
上山：爽やかな季節になりましたね！
村橋：創立26周年を祝して。
台北福齢RCの皆様を歓迎して
北村（薫）
：祝26周年
村木：台北福齢RCの皆様、
ようこそお越しくださいま
した。
よろしくお願いします。ニコニコ

蕭

宇庭 様

●メイクアップ
安達 昌弘
北村 讓
満村 和宏
杉村 雅之
村橋 義晃
前田 隆司

下岡：ニコニコ

が帰ってきません

●本日のゲスト
米山奨学生

ニッコニッコ

ベトナムへ行ってきました。
しかしスマホだけ

●本日のビジター

台北福齢RC 幹事

辻（一）
：寒くなりましたね。風邪など引かないように。

前田：祝26周年！

81.25 %
90.32 %

台北福齢RC 会長

早瀬：創立26周年記念例会ニコニコ

ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
堺ロータリークラブ
SAA委員会

満村：台北福齢RCの皆様、
ようこそお越しくださいま
した。
井本：台北福齢RCの皆様、
ようこそ大阪中之島RCへ。
有難うございます。

本日合計 : ￥129,000
累

計 : ￥737,000

