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第1222回（本年度 第18回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 11/15 のお知らせ
■職業奉仕委員会による移動例会
　陽松庵　座禅体験

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　自己紹介
　佐賀野 雅行 会員
　上山 英雄 会員
■第6回12月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

先週の土曜日に静岡にある米山梅吉記念館に、中之島RCの会員13
名と米山奨学生のショウちゃんと合計14名で行って参りました。行か
れた会員の皆様はお疲れ様でした。そして米山担当の下岡会員には
準備から手配まで本当にご苦労様でした。

記念館は思ったよりもこじんまりしてましたが、2階建てで綺麗な建物
でした。梅吉氏の生い立ちから亡くなるまでの歴史が分かるように
なっていて、梅吉氏が書いた書物や使っていた食器なども展示され、



また係の女の人がユニークに大変分かりやすく説明
をしてくれ、結構面白かったです。

その後食事をして再び記念館に戻り歩いて5分くら
いの所にあるお墓に墓参りをしてきました。ただその
地域は米山さんと言う人が人口の約10％もいるらし
くて、周りは米山家のお墓だらけでした。今度行かれ
る方は記念館の人に場所を確認してから行かれるこ
とを勧めます。

今回用事で行かれなかった会員の方は是非1度行っ
てみてはいかがでしょうか。

■本日は次年度理事、役員候補の発表です。

　ロータリー財団月間として、国際奉仕委員会ロー
タリー財団担当 栗山会員の卓話です。宜しくお願
いします。

　例会終了後、第2回クラブ協議会が御座いますの
で各委員長の皆様、ご出席、宜しくお願い申し上
げます。

■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。

2018-19年度第1221回（第17回例会）
幹事報告 (11/1)

幹事  藤本 淳司

■11月15日（木）職業奉仕委員会の移動例会です。
「陽松庵」での座禅体験を予定しております。

　太閤園集合：10時出発

　現地　集合：11時

■11月22日（木）辻（一）会員の卓話です。
　ご準備宜しくお願いいたします。

■11月29日（木）新入会員の自己紹介です。
　上瀬会員、ご準備宜しくお願いいたします。

地区委員会、その他の報告です。

■「地区ロータリーデー」

　日時：2018年11月3日（土）～4日（日）
　　　 両日10：00～

　場所：大阪城

■「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」

　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　　
　　　 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。

■11月のロータリーレート　1米$＝112円

本日のメニュー

・スモークチキン　きのこ添え　胡麻風味コソース
・アマダイと小海老のポワレ　ほうれん草のニョッキ

バジルオイルとトマトレジエールソース
・コンビネーションサラダ、コーヒー、パン



1917年、当時の国際ロータリー会長アーチ・クラン
フが、「世界でよいことをするための」基金の設置を
提案しました。このビジョン、そして26ドル50セント

の最初の寄付が、全世界で多くの人の人生を変える
ロータリー財団へと発展しました。創立以来100年間、
ロータリー財団は、教育の支援や持続可能な成果を
生み出すプロジェクトに総額30億ドルの資金を提供
してきました。

一つひとつのご寄付により、世界中の地域社会を少
しずつ変えていくことができます。

ロータリー財団の使命は、人々の健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、
世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。

ロータリアンの寄付の90％以上が、奉仕プロジェクト
に直接生かされます。ロータリー財団は透明性を重
視し、責任ある資金管理を行っているため、安心して
ご寄付いただけます。

世界に35,000あるクラブは、発展途上国にきれいな
水をもたらし、平和活動に携わる人材を育成するな
ど、世界中で持続可能な影響をもたらしています。ポ
リオ撲滅活動においても、予防接種活動を通じて発
症数を世界で99.9％減少させてきました。ロータリア
ンの寄付は、こうした活動に大切に活用されています。

ロータリー財団がこれからも「世界でよいことを」して
いくためにどうかご支援お願いいたします。

ロータリー財団について

栗山 博道 会員

皆さんこんにちは。

先週の土曜日 クラブの皆さんと一緒に米山記念会館に

行きました、そこには米山梅吉氏が昔使ってる物と生ま

れからその一生を体験したものを記録されています。

記念会館の人も丁寧に説明してくれました、とってもわ

かりやすいです、 私は思うと梅吉氏はその当時に本当

に素晴らしい人と思っています、自分の周りの人だけ

じゃなくてこの世界をもっともっとよくしようとしている

精神は本当に素晴らしいものと思っています。

私も来年から仕事を始める、すぐにはちょっと難しいで

すけど、私にも他の人の助けになりたいと思っています。

この度、記念会館に行くことができて本当に嬉しいと

思っています。

米山奨学生 米山奨学生　簫 宇庭（ショウ ユーティン）



第2回　クラブ協議会（2018-2019年度）
日　時：2018年8月2日（木）　13：40～14：15
場　所：太閤園 2F　オパールルーム

出席者：西田・村橋・木村・金森・村上・北村（讓）・嶽下・辻（義）・井本・檜皮・安達・藤本
　　　　オブザーバー：丸山・村木・津崎・上瀬　以上16名（敬称略）

欠席者：戸田・北村（薫）　（敬称略）

開会の挨拶　西田会長

本日は第2回目のクラブ協議会です。各委員会の委員
長の委員会報告とそれに伴う活発なご意見を期待し
ております。

また、本日は4名の方がオブザーバーとして出席され
ておりますのでよろしくお願い致します。

【協議事項】

1. クラブ奉仕委員会 金森委員長

今年度発足当初から、各章委員会の事業計画は順
調に成果を出していただいております。

各小委員会の詳細な活動報告は、各委員長から発
表されます。

いずれにしても、クラブ活動の根幹をなす日々の
活動ですので、会員各位の積極的な参加ができる
ように年度後半に向かって、各小委員会活動に期
待していただきたいと願っています。

2. 会員増強・維持小委員会 辻（義）委員長

今年度上半期、村木会員、津崎会員、佐賀野会員、
上瀬会員、上山会員の5名が入会されました。会員
皆様には、会員増強のご協力感謝いたします。

西田会長の目標でもあります純増10名の50％が
達成されましたが、下半期への会員増強の布石を
打つ意味でも今年中に後1,2名の入会予定者を募
りたいと思っております。

また会員維持という面でも、コミュニケーションを
大事にして会員相互の情報共有に努めていきます。

この上半期順調な増強から今年度10名純増が難
しい話でなく、現実化する可能性は充分にあります。

会員の皆様、より一層のご協力をお願いいたします。

3. 例会運営小委員会 木村委員長

本年の当クラブのテーマは、クラブの活性化であり
ます。クラブの活性化は、クラブ活動の基本である
例会の活性化が前提でなければならないのであり
ます。そして、例会の活性化は会員メンバーの高出

席率が不可欠の前提であります。

そこで、当委員会としましては、上記出席率を高め
るため、会員の出席状況を可視化することにしまし
た。つまり、自己および他の会員の出席状況が一目
でわかる一覧表を作成し、3か月に1回ぐらいの割
合で週報に掲載することにしました。

4. 親睦活動小委員会 井本委員長

親睦活動委員会では、現在12月20日（木）の「年末
親睦家族会」に向けての準備を行っております。

予算につきましては例年を基準に少し増員してい
るので増額いたしますが、参加者が楽しめるような
企画を行なってまいります。12月8日（木）に例会終
了後、エンターテイメントの骨子の打ち合わせを
行います。

また5名の新入会員を迎え、賑やかになっています
ので各会員が家族を呼んで更なる懇親が深まるよ
うに参加型の企画を行なうつもりです。新入会員の
皆さんのご家族が参加してみたいと思うような「年
末親睦家族会」を企画していこうと思います。

春の家族会については「年末親睦家族会」終了後、
すぐさま企画に取り掛かる予定です。

5. 会員研修小委員会 嶽下委員長

本年度は、二つの柱で研修の目的を達成したいと
考えています。

1．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

・実施日：12月13日　場所未定

2．2018年度新入会員に対する研修を上半期に、
計3回程度実施します。

皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

6. 職業奉仕委員会 村上委員長

当委員会は5つの活動の柱をもっております。

1．座禅体験研修の実施

（1）11月15日に池田の陽松庵で午前11時より
集合し30分間座禅体験をしていただき12
時から移動例会を行い12時30分より食事
をとり、13時から座禅講習をへて13時30分
には座禅体験研修が終わり、解散となります。

（2）服装は軽装またはトレーナーをご用意くだ
さい。

（3）太閤園に集合に方は午前10時に2台車の
用意がされてますので、各自きめられた車に
乗車してください。

2．来年1月24日職業奉仕フォーラムがあります。
10月25日の委員会で福田副委員長が既にその
準備をしており、その際職業奉仕というものを
もっと掘り下げて議論してとの表明があり、周り
でも準備をすることになった。

3．職場見学は来年4月頃予定しているが、候補地
については検討中である。

4．出前授業は来年5月を予定している。場所は明
星中学、高校で講師は前回弁護士であったので
今回は医師にすることになった。

5．会社設立の創業を記念し記念品を贈る事は今
年度も継続してゆく。

7. 社会・青少年奉仕委員会 北村（讓）委員長

A．8月に「にしなり子供食堂」の子供達をボウリン
グと食事に招待した。 → 参加者：55名
これを受けて来年5月の青少年月間には、この
子供食堂の代表である川辺康子様に卓話をお
願いしている。

B．10月の社会奉仕月間には、社会奉仕委員会
フォーラムとして、「ホームレスを生み出さない
日本にする為に」というタイトルで、認定NPO法
人の川口加奈理事長に卓話をお願いした。

C．12月1日（土）に、成美学寮餅つき支援を行う。
13時に現地集合、15時現地解散予定で、今のと
ころ17名の参加を予定している。

D．翌日の12月2日（日）には、エイズ啓発JAZZフェ
スティバルに参加する。現在の参加予定は、中
之島11名、大手前4名である。
更に参加者を募っていきたいので、太閤園の2
クラブにも声を掛ける予定である。

E．12月15日（土）に本年度の三世代合同奉仕とし
まして上本町の「大手前整肢学園」のクリスマス
会参加という方法で開催致します。
尚、この日の模様は2019年2月8日（金）の三世
代合同例会で発表する予定です。場所は、帝国
ホテルです。

8. 国際奉仕委員会 戸田委員長

・2018年10月19日
台北ロータリークラブとの京都観光。朝10時に
太閤園を出発し、伏見稲荷大社に参拝した。美
ね寅での懇親会と行い、三十三間堂を見学し、
16時に台北ロータリークラブのメンバーを京都
の宿泊先に送り、17：30に太閤園で解散した。

・2018年10月27日
米山梅吉記念館訪問。朝7時26分新大阪に集合
し、米山梅吉記念館を訪問し、大阪中之島ロー
タリークラブのバナーと寄付金を西田会長より
贈呈。記念館を見学と梅吉翁の墓所に参った。
16時に新大阪で解散。

9. SAA 檜皮担当

例会におきまして、厳粛かつ例会場の品位を守る
事は勿論ですが、和やかな雰囲気のクラブ運営も
大切だと思います。「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。

①歓談の時間を配慮した司会進行を委員会で検
討しました。（卓話前に約15分）

②11月・12月は指定席です。各テーブルでリーダー
を決め、炉辺会合等を計画し、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。テーブルMeeting 報告
は週報でお願いいたします。

③ニコニコに嬉しい事・びっくりした事・悔しい事
等お書き添え下さい。また奉仕事業に拠出され
ますので、ニコニコ目標220万円にご協力くださ
い（2018年11月1日現在：772,000円）。

閉会の挨拶　木村会長エレクト

本日は、各委員会の活動報告、また今後の活動方針
を発表して頂きありがとうございました。
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6. 職業奉仕委員会 村上委員長

当委員会は5つの活動の柱をもっております。

1．座禅体験研修の実施

（1）11月15日に池田の陽松庵で午前11時より
集合し30分間座禅体験をしていただき12
時から移動例会を行い12時30分より食事
をとり、13時から座禅講習をへて13時30分
には座禅体験研修が終わり、解散となります。

（2）服装は軽装またはトレーナーをご用意くだ
さい。

（3）太閤園に集合に方は午前10時に2台車の
用意がされてますので、各自きめられた車に
乗車してください。

2．来年1月24日職業奉仕フォーラムがあります。
10月25日の委員会で福田副委員長が既にその
準備をしており、その際職業奉仕というものを
もっと掘り下げて議論してとの表明があり、周り
でも準備をすることになった。

3．職場見学は来年4月頃予定しているが、候補地
については検討中である。

4．出前授業は来年5月を予定している。場所は明
星中学、高校で講師は前回弁護士であったので
今回は医師にすることになった。

5．会社設立の創業を記念し記念品を贈る事は今
年度も継続してゆく。

7. 社会・青少年奉仕委員会 北村（讓）委員長

A．8月に「にしなり子供食堂」の子供達をボウリン
グと食事に招待した。 → 参加者：55名
これを受けて来年5月の青少年月間には、この
子供食堂の代表である川辺康子様に卓話をお
願いしている。

B．10月の社会奉仕月間には、社会奉仕委員会
フォーラムとして、「ホームレスを生み出さない
日本にする為に」というタイトルで、認定NPO法
人の川口加奈理事長に卓話をお願いした。

C．12月1日（土）に、成美学寮餅つき支援を行う。
13時に現地集合、15時現地解散予定で、今のと
ころ17名の参加を予定している。

D．翌日の12月2日（日）には、エイズ啓発JAZZフェ
スティバルに参加する。現在の参加予定は、中
之島11名、大手前4名である。
更に参加者を募っていきたいので、太閤園の2
クラブにも声を掛ける予定である。

E．12月15日（土）に本年度の三世代合同奉仕とし
まして上本町の「大手前整肢学園」のクリスマス
会参加という方法で開催致します。
尚、この日の模様は2019年2月8日（金）の三世
代合同例会で発表する予定です。場所は、帝国
ホテルです。

8. 国際奉仕委員会 戸田委員長

・2018年10月19日
台北ロータリークラブとの京都観光。朝10時に
太閤園を出発し、伏見稲荷大社に参拝した。美
ね寅での懇親会と行い、三十三間堂を見学し、
16時に台北ロータリークラブのメンバーを京都
の宿泊先に送り、17：30に太閤園で解散した。

・2018年10月27日
米山梅吉記念館訪問。朝7時26分新大阪に集合
し、米山梅吉記念館を訪問し、大阪中之島ロー
タリークラブのバナーと寄付金を西田会長より
贈呈。記念館を見学と梅吉翁の墓所に参った。
16時に新大阪で解散。

9. SAA 檜皮担当

例会におきまして、厳粛かつ例会場の品位を守る
事は勿論ですが、和やかな雰囲気のクラブ運営も
大切だと思います。「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。

①歓談の時間を配慮した司会進行を委員会で検
討しました。（卓話前に約15分）

②11月・12月は指定席です。各テーブルでリーダー
を決め、炉辺会合等を計画し、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。テーブルMeeting 報告
は週報でお願いいたします。

③ニコニコに嬉しい事・びっくりした事・悔しい事
等お書き添え下さい。また奉仕事業に拠出され
ますので、ニコニコ目標220万円にご協力くださ
い（2018年11月1日現在：772,000円）。

閉会の挨拶　木村会長エレクト

本日は、各委員会の活動報告、また今後の活動方針
を発表して頂きありがとうございました。



第2回 楽しもう会
10月31日（木）、帝国ホテル なだ万にて、社会・青少年奉仕委員会に続いて「第2回楽しもう会」が開催されました。

【協議・報告・確認事項】

1. 成美学寮・餅つき支援の件 
日　時：2018年12月1日（土）
開　始：13：00
※現在16名の参加予定

2. 日本エイズ学会学術集会・エイズ啓発JAZZフェス
ティバルの件
日　時：2018年12月2日（日）
会　場：大阪市中央公会堂
入場開始：13：30
開　演：14：00

※大阪天満橋RC：0名・大阪大手前RC：4名・大阪中之島
RC：11名

日　時：2018年10月31日（木）17：50～18：10
場　所：帝国ホテル　なだ万
議事進行：北村 讓 委員長
議事録作成者：杉村 雅之 副委員長
出席者：西田・藤本・木村・北村（讓）・辻（一）・安達・村上・
　　　　辻（義）・嶽下・杉村
　　　　オブザーバー：梅原・津崎・村木・佐賀野・上瀬・上山
　　　　　　　　　　　　　　　　　   以上16名（敬称略）

配布資料：
　・第6回 社会・青少年奉仕委員会レジュメ 【配布資料①】
　・出席者表 【配布資料②】
　・第5回 委員会議事録 【配布資料③】
　・地区からのアンケート協力に対する回答 【配布資料④】

２０１8-１9年度 第6回 社会・青少年奉仕委員会　議事録

3. インターアクトクラブ年次大会の件
日　時：2018年11月4日（日）
西田会長・杉村会員が出席予定

4. 2019年5月の青少年奉仕月間の卓話とフォーラムの件
日　時：2019年5月9日（木）
内　容：「にしなり子供食堂 代表 川辺康子氏」に卓話を

依頼し13：30よりテーブルミーテクングを行う
予定である

5. 第3回「楽しもう会」の件
日　時：2019年1月24日（木）　18：00～
場　所：日本料理　なかむら

次回委員会開催日：
2018年11月29日（木）11：30～12：15　例会場前
※11月22日（木）変更→11月29日（木）



インターアクトクラブ年次大会
11月4日（日）、インターアクトクラブ年次大会に西田会長と杉村会員が出席致しました。

会長

直前会長

幹事

クラブ奉仕委員会

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

木村 眞敏

西田 末彦

安達 昌弘

辻　 一夫

藤本 淳司

金森 市造

梅原 一樹

村橋 義晃

2019-20年度 委員会構成（案）

2019-20年度 理事・役員 候補者

辻　 義光

井本 万尋

下岡 陽一郎

岡本 啓吾

北村 　薫

木村 眞敏

山本 　肇

職業奉仕委員長

社会・青少年奉仕委員会

国際奉仕委員長

SAA

会計

クラブ戦略計画委員会

米山奨学委員会



ニコニコBOX

西田：本日はR財団栗山会員、卓話宜しくお願いいた
します。ニコニコ

木村：栗山さん、卓話頑張って下さい

藤本：栗山会員、本日卓話よろしくお願いします。

村上：R財団卓話、楽しみにしています。ニコニコ

北村（讓）：昨日の委員会、楽しもう会お疲れ様でした。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

嶽下：ニコニコ

下岡：米山記念館、ご参加いただき有難うございました。

辻（義）：ニコニコ

檜皮：大阪大淀RC吉田様、ようこそお越しくださいま
した。
米山記念館ご参加の皆様、お疲れ様でした。

上山：お陰さまで少しなれました。

村木：寒くなってきました！！皆さん健康管理に気をつ
けましょう。ニコニコ

栗山：つたない卓話、お許しください。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥772,000

1
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●出席報告
会員数 34名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 1名
欠席者 7名

出席率 78.12 %
10月11日の修正出席率 96.87 %

●メイクアップ
満村 和宏 10月  8 日 ガバナー杯野球大会
丸山 澄高 10月  8 日 ガバナー杯野球大会
梅原 一樹 10月  8 日 ガバナー杯野球大会
村橋 義晃 10月12日 大阪RC

●本日のビジター
大阪大淀RC 吉田 悦治 様

●本日のゲスト
米山奨学生 蕭　 宇庭 様

▲お誕生日のお祝い：左より村上 俊二会員・下岡 陽一郎会員・
　山本 肇会員・西田 末彦会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より村上 俊二会員・西田 末彦会長

▲結婚記念日のお祝い：左より村橋 義晃会員・高島 凱夫会員・
　村上 俊二会員・下岡 陽一郎会員・福田 忠博会員・西田 末彦会長

戸田会員、テレビ出演予定
11月12日（月）午後7時から放送予定のテレビTBS
系列（関西は4チャンネル）の名医のthe太鼓判3時
間スペシャル「毒蝮三太夫の出張ドクター（町田団
地編）」のコーナーに戸田会員が出演します。お時
間があれば観て下さい。


