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会長挨拶
会長

疾病予防と治療月間

西田 末彦

2018年12月13日
第1227回（本年度 第23回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 デザインてなに？
梅原 一樹 会員

次回 12/20 のお知らせ
♬SONG 「きよしこの夜」
:
■年末親睦家族会
18：00〜 例会
18：30〜 親睦家族会（桜苑）

先週は2日続けて社会奉仕事業が御座いました。北村社会奉仕委員
長、
そして参加された会員の皆様ご苦労様でした。
12月1日は中之島RCの奉仕事業の中で最も歴史のある成美学寮の
餅つき大会が御座いました。今年で16年目だと聞いておりますが、会
員の皆さんと学寮生、
そして先生方と楽しく餅をつき、皆で美味しく頂

■12月13日
（木）梅原会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願いいたします。
きました。いつも思う事ですが毎回学寮生の方が暖
かく迎えてくれるのを感じます。
そして翌2日は名誉会員でいらっしゃる白坂先生の
エイズ学会主催のジャズフェスティバルが御座いま
した。始まる前には大阪中之島ロータリークラブ協賛

■12月20日
（木）夜例会です。
開始時間：18：00〜
例会終了後、年末親睦家族会を予定しております。
■12月27日
（木）休会です。

とアナウンスもありました。
ジャズフェスティバルの前

■1月3日
（木）休会です。

に久坂部先生と仲野先生による
「現在医療が救える

■1月10日
（木）下半期の初例会です。

死、救えない死 それを知った上でどう生きるか」
と
言う大変重たいテーマでしたが、
このお二人のトーク
が絶妙で大変面白くかつ為になるお話でした。人間
いつかは必ず死ぬので、死について家族とよく話

会長・幹事新年の挨拶を予定しております。
地区委員会、
その他の報告です。
■「国際ロータリー第2660地区の地区大会」

合ったほうが良い、
自分の死をよく考える事によって

1日目：12月7日
（金）受付12：00〜

今をどう生きるかがが重要になってくると言う様なお

場 所：大阪国際会議場

話でした。

2日目：12月8日
（土）受付11：30〜

またジャズフェスティバルの間に司会者と白坂先生

場 所：大阪国際会議場

の問答もあり、HIVに感染しただけでは死なない、発

■「三世代合同奉仕事業」

病してはじめてエイズとなります。エイズになれば助

ホスト：大阪大手前RC

からないですが、今の医療では適切な治療をすれば
HIVに感染しただけでは死なないし移る事も無い。
要は疑わしきは検査をする、
それが何よりも大事だと
言われておりました。
さて話は変わりますが明日と明後日は地区大会が御

特別会場
5階ホワイエ

日程：12月15日
（土）10：00〜15：00
場所：大阪赤十字病院付属大手前整肢学園
■「ベトナムVTT支援事業」
日程：1月13日
（日）〜1月17日
（木）

座います。金曜日の晩餐会には中之島RCからも沢山
の会員の方が参加されると聞いております。有難う御
座います。翌土曜日はいよいよ地区大会本番です、全
員出席でお願い致します。

ナーに戸田会員が出演します。お時間が合えば観
て下さい。
幹事 藤本 淳司

■本日は委員会報告と次年度総会 次年度理事・役
員の選任決議を行います。

12月17日（月）夜7時から4チャンネルの「名医の
THE太鼓判」の股関節痛には四股が効くのコー

幹事報告 (12/6)
2018-19年度第1226回（第22回例会）

戸田会員、テレビ出演予定

委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持委員会、例会運営小委員会、親睦活動委員会、会員研修小委員会、
職業奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計

クラブ奉仕委員会

金森委員長

例会の活性化を実現するためには、会員の例会への出席

各小委員会ともそれぞれ、活発に活動されています。

率を上げることであります。

後ほど各委員長から発表していただきますが、
クラブ奉仕

そこで、例会への出席率を上げる方策として、会員の出席

委員長としてその活動をサポートしていきたいと存じます。

状況を可視化することにしました。
先週初めて週報にその出欠表を掲載しました。同表を見れ
ば、
自己及び他会員の出席状況が相対的に比較でき、出席
へのインセンティブが高まることが期待できます。
また、月1回の100％出席の日を定めて、同日の出席率を公
表したいと思っています。

会員増強・維持委員会

辻 義光委員長

今年度上半期5名が入会され、11月末で小林会員が残念な
がらご病気のため退会されましたが、
ご子息の小林俊統様
が12月からご入会されたことで純増5名を維持しています。
会員皆様には増強へのご協力、感謝申し上げます。
今年度目標でもあります純増10名に向けて、下半期も引き
続きご協力のほどお願いいたします。
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
て親睦を深め情報共有に努めてまいります。
会員純増10名は容易い事ではありませんが、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よろしくお
願いいたします。
例会運営小委員会

親睦活動委員会

井本委員長

親睦活動小委員会ではいよいよ12月20日
（木）に迫ってき
ました年末親睦家族会について打ち合わせを重ねており
ます。今回、平日にもかかわらず、会員本人参加28人/34人、
合計参加者67名（12月6日時点）
と多くの参加者となって
おります。
これは2018年-2019年度上半期に入会されまし
た新入会員の影響が大きいと思います。
また、内容につきましては、恒例のMr.オクチさんのエン

木村委員長

ターテイメントショーを中心に、
ゴスペルのソウルマティッ
クスの可憐な歌でグッと年末の雰囲気に浸っていただき、

本年度のテーマは、
クラブの活性化でありますが、
クラブの

また今回、
ご病気で倒れられ一命を取り留めるも、半年入

活性化を実現するためには、
クラブ活動の中核である例会

院後、右半身麻痺、失語症にまでなられるも片腕のギタリ

の活性化が不可欠であります。

ストとして復活なされた湯上輝彦さんの情熱的な演奏をお

聞きいただき楽しく愉快な時間をみんなで過ごしたいと
思っております。
時間は18時より例会があり、18時30分開始でごさいます。
場所は太閤園

桜苑で行います。
まだ、締め切り前で募っ

てますので少しでも多くの参加をよろしくお願い致します。

り感謝申し上げます。
2．職業奉仕フォーラム
来 年 1月は職 業 奉 仕月間です。1月2 4日に職 業 奉 仕
フォーラムを行います。職業倫理と奉仕活動をテーマに
意見交換の場を設定します。
3．職場体験の実施
会員研修小委員会

嶽下委員長

活動実績及び活動計画
1．今年度は、新入会員に対する研修の充実につとめていま
す。1回時間コースを3回実施することとしています。
＜研修内容＞
①ロータリーの基礎知識
②RI2660地区とクラブの概要について
③これからのロータリーライフを考えて

見学体験できる職場を選定し、移動例会を実施します。
時期は来年4月頃予定しています。
4．出前授業の実施
学校は前回と同じ学校を予定しており、講師は前回弁護
士でしたので、今回は医師を予定しています。時期は来
年5月頃予定しています。
5．会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈するこ
と。現在実施中。

〜フリートーキング〜
2．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。
＜開催場所等＞
・日時：12月13日
（木曜日）
・場所：
「和食たちばな」
・住所：大阪市中央区道頓堀1-9-19
大阪松竹座B2F
社会･青少年奉仕委員会
職業奉仕委員会

村上委員長

本年度活動方針と活動実施の状況報告
1．座禅体験研修
職業奉仕実践の中で大切な奉仕の心を内面から見つめ
直す為の機会を設定。
11月15日に池田市の陽松庵禅道場にて実施致しました。
21名の参加で、午前11時より30分間座禅を体験頂きま
した。その時全員に活を入れていただき身の引き締まる

北村 讓委員長

現在まで、委員会6回、懇親会2回と下記の奉仕事業3回を
致しました。
1．にしなり☆こども食堂への支援
・ボーリング大会と食事会
・玉出ボール、かごの屋岸里店
・平成30年8月22日水曜日11時〜13時30分
・会員出席者19名、子供30名、
ボランティア引率者6名
2．社会福祉法人 成美学寮への支援

思いでした。その後例会、食事の後、禅道場と庭園の清

・もちつき大会

掃を終えて、座禅入門の講話を頂き、1時30分に解散致

・成美学寮

しました。
とりわけ早瀬会員には一方ならぬお世話にな

・平成30年12月1日土曜日13時〜15時

・会員出席者16名、読売新聞記者1名、事務局員1名、寮
生30名、先生方6名
3．
日本エイズ学会のエイズ啓発事業への支援
・ジャズコンサート
・大阪市中央公会堂
・平成30年12が2日日曜日13時〜16時
・会員出席者6名、奥様2名、大手前RC会員・家族5名、城
北RC会員・家族2名

た。幹事報告の後、お時間を置かず、委員会・同好会報告、
出席率、ニコニコ発表を続けると月初以外卓話前に15
分の歓談ができます。登壇中の私語が少なくなると思い
ます。
②11月・12月は指定席です。各テーブルでリーダーを決め、
時間･発言形式等に制限を設けないで、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
論する機会を設けいただきたい。既にAテーブル・Cテー
ブル・DテーブルがMeetingしていただきました。
国際奉仕委員会

代理 栗山会員

③ニコニコ箱（Smile Box）
例会場で会員が自由意志で善意の寄付金を入れる箱、

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。

起源は、東京説・大阪説と定かでないがロータリー特有
のもので、会員、家族、事業などの慶び事、お祝い事をニ
コニコしながら披露し、慶びを分かち合い、又失敗したり、
迷惑をかけた時もユーモアーたっぷりに苦笑し、例会を
賑わせて親睦を増進し、集まったお金は奉仕活動資金に
使用される。

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

参考文献：ロータリー情報ハンドブック（改訂第2版:
2017年）

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。
今後の予定
2019年1月13日〜17日：
VTT（ベトナム）。14名が参加予定。
2018年2月21日：
国際奉仕フォーラム

地区委員長前田要之助様卓話と

高島会員による大阪中之島ロータリークラブが行ってき
た国際奉仕についての講演予定。
2019年5月31日〜6月6日：
ハンブルグ（ドイツ）国際大会に参加
2019年6月
（予定）
：
モンゴルへの支援
SAA委員会

檜皮委員長

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。
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

会計

北村 薫会計

上半期を終えて問題なく、各事業の予算も予算通り実行さ
れています。
また、過去の各事業ごとに作成された通帳を整理してスリ
ム化に調整中です。

之島ロータリークラ
そ! 大阪中
ブへ
こ
う
よ

▲お誕生日のお祝い：左より小林 俊統会員・西田 末彦会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より栗山 博道会員・西田 末彦会長

本日のメニュー

・オードブルヴァリエ
（サーモンと鯛のエスカベッシュ 小海老のタルト）
・牛フィレ肉のロースト多種野菜添え 赤ワインソース
・彩りサラダ、
コーヒー、
パン

小林 俊統会員 ご入会おめでとうございます

年次総会

次年度理事・役員他決定

2018-19年度 国際ロータリー第2660地区 地区大会
12月7日
（金）
・8日
（土）
の2日間、大阪国際会議場において2018-19年度国際ロータリー第2660地区 地区大会が開
催されました。
7日の会長代理歓迎晩餐会は盛大に開催され、翌日8日の本会議には多くの会員の皆様にご出席頂き誠にありがとう
ございました。
12月7日
（金）

12月8日
（土）

12

例会運営小委員会からの周知事項
12月から2月までの100％出席目標日
（案）
として、

6

ニコニコBOX

次の日を考えました。
「活性化」の実現のため、皆さ

西田：本日は各委員長、委員会報告よろしくお願いし
ます。ニコニコ

ん奮って参加しましょう。

木村：ニコニコ
藤本：各委員長の皆様、本日よろしくお願いします。
小林会員、
ようこそ！

12月…12／20 の年末家族会の日
1月… 1／10 の会長・幹事新年挨拶の日

金森：元気になられた岡本会員にお会いできて嬉し
いです！
！

2月… 2／ 8 の三世代合同例会の日

村上：今週から寒波が来て寒くなりますので、体調管
理に気をつけましょう。

Dテーブルミーティング
2018年12月6日
（木） 太閤園2階エスカレーター横
フリースペース
メンバー
（敬称略）
：村上、井本、上瀬（書記）、村木
議題：
『フリートーク』
〇多クラブの例会に積極的に回り
（メークアップで
はなく）良いところを取り入れて行けばより良い
例会になるのではないか
他クラブの印象：
・三木RC、田舎なので少人数かと思ったら54名
だった。出席率100％（ほぼ毎週100％に近かっ
た）
。逆にニコニコは5名ぐらいで少なかった。
・箕面RC、豊中RC、千里RCの3クラブに回ったが
各クラブのSAAは1名だけだった。SAAはメイン・
サブ2名の合計3名ぐらいが責任の所在が明確
になるのでいいのでは？

北村（讓）
：12月1日、2日の社会・青少年奉仕活動にご
参加の皆様、有難うございました。
吉田：エイズフェスティバルでジャズのカウントベイ
シーを楽しんできました。
白阪先生と終了後にお会いしました。ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
嶽下：ニコニコ
下岡：大阪万博プレゼンテーターのパナソニック執行
役員で、
ジャスピアニストの小川理子さんは、犬
飼さんの従兄弟で家内絶賛の後輩です。
前田：早退のお詫び
上山：師走はなにかと気ぜわしいですね。
檜皮：小林会員、入会おめでとうございます。
足も性格も良くなられた岡本会員、
お帰りなさい！
村橋：新入会員小林さんをお迎えし、歓迎いたします。
北村（薫）
：小林さん、入会おめでとうございます。今後
ともよろしく！
岡本：本日より復帰させて頂きます。
よろしくお願いい
たします。
満村：お久しぶりです。ニコニコ
佐賀野：岡本会員、復帰ニコニコ
上瀬：少し寒くなりました。風邪などひかれませんよう
に！ニコニコ

本日合計 : ￥50,000
累

計 : ￥1,128,250

●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
0名
27名
7名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率
79.41 %
11月15日の修正出席率 84.37 %

0名
0名
0名
0名

●メイクアップ
上瀬 匠
北村 讓
下岡 陽一郎
津崎 慶一
梅原 一樹
吉田 了

11月11日
11月11日
11月11日
11月11日
11月11日
11月13日

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
ガバナー杯野球大会
ハワイコナマウカRC

