
（ 12月13日）

1228

2018年12月20日

疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1228回（本年度 第24回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 1/10 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）
※次週12月27日（木）及び、来年1月3日
（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長・幹事年頭挨拶
　西田 末彦 会長
　藤本 淳司 幹事

先週は7日、8日と二日間にわたり地区大会が御座いました。参加され
た会員の皆様ご苦労様でした。

7日の金曜日に会長・幹事懇談会がありその中で2つ表彰されました。
1つは米山寄付1人あたり上位3位と言う事で感謝状を贈呈されまし
た。もう1つはMY ROTARY登録率80％以上と言う事で表彰状を頂き



ました。これも皆様方のお陰で、有難う御座いました。

7日の会長・幹事懇談会の後2500地区の小船井修
一パストガバナーの特別講演と2660地区の片山 勉
直前ガバナーとの特別対談があり、非常に興味深い
お話でしたので少し紹介したいと思います。

テーマはロータリーの柔軟性と多様化です。今から
約2年前2016年にRIは大幅な柔軟性と多様化を認
めると言う決議をしました。会員資格、職業分類、クラ
ブ運営、例会出席、会員の種類、クラブの構造等々。こ
れは世界的に会員数が横ばいもしくは減少している
と言う事に危機感を覚え、入会のハードルを下げ会
員数を増やそうと言う事です。これを小船井さんは
ロータリーのライオンズ化と言われてました。ライオ
ンズはロータリーが出来た後12・3年後に出来たと
言われ、ちょっとした考え方の違いでロータリーから
分離したとも聞いています。例会も月2回で会員の種
類も正会員、準会員、名誉会員、家族会員、法人会員
など沢山あるそうです。

世界的に見ればロータリーの会員数は約120万人、
それに対してライオンズの会員数は約140万人と、
いまやライオンズは世界一の奉仕団体です。しかし
それを国別に見ればライオンズの会員が増えている
のは中国やインドなどで、アメリカや日本では逆に会
員数が減少しているのです。

ロータリーもここ数年減少していますがライオンズの
方が減少率が高いそうです。ロータリーの目指すの
はライオンズではなくて、ロータリーの目指すのは
ロータリーだと結論づけておられました。

■本日は梅原会員の卓話です。
　宜しくお願いいたします。
　例会終了後、第7回1月度理事会を開催いたします。

2018-19年度第1227回（第23回例会）
幹事報告 (12/13)

幹事  藤本 淳司
小　鉢 蒟蒻のきんぴら

造　り 漬け鮪　かんぱち
 あしらい

煮　物 ひろうす　南瓜
 いわしつくね　麩　青味

八　寸 （小鉢）水菜と子持ち若布
 銀鱈味噌柚庵焼き　出し巻き
 ベーコン　公魚フライ　松笠慈姑
 花蓮根　青唐　はじかみ

蓋　物 蟹餡茶碗蒸し

食　事 白御飯　香物
 赤出汁

本日のメニュー

　理事役員・各委員長の皆様ご出席を宜しくお願い
申し上げます。

■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。

■1月3日（木）休会です。

■1月10日（木）下半期の初例会です。

　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。

■「三世代合同奉仕事業」

　ホスト：大阪大手前RC
　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）



デザインてなに？

梅原 一樹 会員

いつも私の仕事を簡単に説明するとグラフィックデ

ザイン業ですと答えますが、おそらく世間でイメージ

されているであろうデザイナーというイメージとの

ギャップをいつも感じています。

デザイナーですと言うと芸術系ですねと言われること

が多くありますが、デザイナーと芸術家は全く別のも

のと捉えています。アートは自己の表現であり、ター

ゲットも自由です。対してデザインは世の中のより多

くの人がターゲットになり、認知度を上げる、物や事

の魅力を伝える、プロダクトであればより多くの人が

使いやすいもの、所有欲を満たすものなど必ず何ら

かの目的があります。簡単に言うとアートは自分の為、

デザインは自分以外の人に向けての物となります。

デザインが専門的な職業となったのはここ100年くら

いだと思いますが、それまでの様々な建築物や道具、

衣服などもデザインされて生み出されてきています。

人類が誕生し獲物を捕る為に石を削って作った道具

も、先を尖らせ、持ちやすい様に、投げやすいように

取っ手をつけるなど、脳を使い考え作られています。

良いデザイン、悪いデザインという事は別として、自

然物以外の人間により生み出されたものの全てにデ

ザインは存在してきました。

ではデザインの意味とは何なのか？大辞林では、作

ろうとするものの形態について、機能や生産工程など

を考えて構想すること。意匠。設計。図案。広辞苑では、

下絵。素描。図案。意匠計画。生活に必要な製品を製

作するにあたり、その材質・機能および美的造形性な

どの諸要素と、技術・生産・消費面からの各種の要求

を検討・調整する総合的造形計画。と書かれています。

デザイン（Design）の語源はデッサン（Daessin）と同

じく、”計画を記号に表す”という意味のラテン語 

“Designare” です。また、デザインとは “問題を解決す

ること” ともよく言われます。これらを整理すると、デ

ザインとは、目的を達成するための計画と表現の全

てであると言えます。

特に日本では表層的な部分、装飾性の美的感覚の部

分や機能性がクローズアップされてきた様に思いま

すが、それはデザインの一部でしかありません。製品

やサービスを提供する時にデザインは大きな役割を

持ち、工業デザイナーは製品の使い勝手、求められて

いる機能、使用するターゲットなどの情報を元に製

品をデザインをする。グラフィックデザイナーはその

製品やサービスの持つ個性・特徴・魅力を視覚化し

て、これを様々なメディアを通してユーザーや消費者

に効果的（解りやすく、魅力的）に伝える。そのフィー

ドバックにより次の製品やサービスに向けての手が

かりを得る。この一連の流れ全てがデザインするとい

う事を意味しています。

デザインには社会性［社会への貢献・生活の向上］・

芸術性［解りやすさ・使いやすさ、興味を引く魅力］・

機能性［視覚化・具体化されたものが目的を達成す

るために合理的かどうか］の3つの性質があり、その

一つが欠ければ良いデザインは産まれません。

デザインは世の中に出て、結果を評価されて初めて

成功と言えます。評価されるまでは誰もがそのデザイ

ンが正解か不正解か予想の中で構築していきます。

デザインの本質とは、表面的な美しさを整えることで

はなく、どのように課題を解決していくかを計画し、設

計することです。ヒアリングやコンテンツ構築の中で

いかに目的を達成できるかを思考し、内容を整理し

て再構築、説得力を持つデザインを視覚化・具体化

するのがデザイナーの役目であると思います。



日　時：2018年12月13日（木）　13：40～14：30

場　所：太閤園 2F　エメラルドルーム

出席者：理事役員
　　　　西田･村橋･木村･金森･辻（義）・井本・北村（讓）・戸田・北村（薫）・藤本・檜皮　以上11名（敬称略）

欠席者：安達・嶽下　（敬称略）

2018-2019 年度 第7回　1月度定例理事会議事録

開会の挨拶（西田会長）
本年度も最後の理事会になりました。活発な意見交
換をお願いいたします。

【審議事項】

1. 2018-2019年度 年間行事計画変更について（幹事）
2019年1月17日（木）ヴェトナム奉仕事業視察団帰国
日につき理事会を2019年1月10日（木）に変更
　⇒［ 承認 ］

2. 年末親睦家族会について（井本親睦活動小委員長）
「次第」
16：30　親睦活動小委員会集合
18：00　例会（会員のみ・ご家族は休憩室）
18：30～21：00　年末親睦家族会
催しの出演者の表示については、本人に確認を取る
　⇒［ 承認 ］

ご家族合わせて67名の参加（12月13日現在）

3. クラブの保険加入について（井本会員）
「会員の保険について」
①オールリスクタイプ（24時間保障 障害保険）34名
　死亡保険100万円　入院1,000円　通院500円
　A－1日　随時契約　12,580円（1日）
　B－1年　包括契約　126,140円（1年分）　　

②レクレーション保険（レクレーション参加時）45名以上
　死亡保険500万円　入院3,000円　通院1,000円
　C－1日　随時契約　1,215円（1日）

③レクレーション保険（包括）　C×開催回数
予め年間開催回数を報告し、保険料を先に収める
（deposit式）
月次報告し毎月末計算、不足分は追加保険料を投
入する
年間50回として1,215円×50回＝60,750円

①はロータリー活動以外にも保障内容があるので不適

②はレクレーション保険については、1回の行事につい
て補償する内容になって補償範囲も適して安値である

③については②の保険のdeposit式であり予め保険料
を事業計画に基づいて支払い行事を行った分だけ月
末に報告する

年度末に行事回数が多ければ追加保険料を支払い、
少なければ確定精算して保険料を返還してもらう。
しかし現在年度は途中なので②で行う　⇒［ 承認 ］

4. その他
・フレッシュロータリアン交流会実行委員会
実行委員長―村橋直前会長　⇒［ 承認 ］
（事務局―大阪中之島ロータリークラブ事務局）

・クラブ戦略委員会の役員・目的を再度明文化
　⇒［ 継続協議 ］

・ガバナー輩出について協議会を開催する。日程につ
いては次回の理事会で決定する。　⇒［ 承認 ］

【報告事項】

1. 社会・青少年奉仕委員会
・第2回奉仕活動決算書（成美学寮餅つき支援）

・第3回奉仕事業活動決算書
（日本エイズ学会ジャズコンサート支援）

2. 国際奉仕委員会
・人道的国際奉仕活動見積もり書
（ヴェトナム支援視察―14名参加）

3. 小林会員退会届を書面にて受理

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
本日も多くの問題点を深く協議されました。有難うご
ざいました。

【’19年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
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

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

-

1229

1230

1231

1232

-

25

26

27

28

休会③

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会クラブフォーラム

夜例会・上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会西田会長、藤本幹事

卓話担当：北村（薫）会員

職業奉仕委員長：
村上委員長

ベトナムVTT支援事業
　日程：1/13（日）～1/17（木）

IM6組会長・幹事会
　日程：1/23（水）18：00～
　会場：太閤園



三世代クラブ合同社会奉仕活動報告

今年は、大阪大手前RCが担当クラブでした。当日は、時

間内に直接訪問して貰えれば良いとのことでした。

10時半頃目録の贈呈を行い、11時20分から大手前RC

岡田会長扮するサンタクロースが2階よりエスカレー

ターで登場し、園生に声を掛けながらプレゼントを渡し

ました。

そして、その場にいた大阪天満橋、大阪大手前、大阪中

【’19年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）

【’19年3月 行事予定】　（水と衛生月間）

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

8日（金）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1233

1234

1235

1236

29

30

31

32

三世代合同例会
ホスト（大阪大手前RC）

国際奉仕委員会
クラブフォーラム

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

第3回クラブ協議会

卓話担当：丸山

国際奉仕委員長：
戸田委員長

卓話担当：辻（義）会員

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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1237

1238

-

1240

33

34

-

35

祝日①

卓話担当：山本会員

卓話担当：吉田会員

卓話担当：安達会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/2（土）
　会場：大阪国際会議場

地区チーム研修セミナー
　日程：2/2（土） 
　会場：大阪国際会議場 

地区ロータリー財団補助金
管理セミナー
　日程：2/16（土）
　会場：大阪YMCA会館 

社会・青少年奉仕委員会  委員長　北村 讓

之島の各クラブ出席メンバーの合同写真を撮りました。

その後、学園でのバザー会場で今回の奉仕活動である

3名のクラウンによるパフォーマンスが行われました。園

生、保護者、先生方、皆様、愉しんでおられたと思います。

出席者は、大阪天満橋RC約12名、大阪大手前RC約10

名、大阪中之島RC 7名でした。

場所：大手前整肢学園

日時：平成30年12月15日（土）10時～15時



ニコニコBOX

西田：先週は皆様地区大会ご参加、ご苦労様でした。
ニコニコ

木村：梅原会員、本日の卓話宜しくお願いします。

藤本：梅原会員、本日の卓話宜しくお願いします。

村上：梅原会員、本日の卓話楽しみです。

北村（讓）：戸田さん、本有難うございます。99歳まで
歩きます。

戸田：梅原さん、卓話楽しみです。
12月17日（月）19：00～「名医のTHE太鼓判」に
出演します。ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：戸田さん、「歩けるひざ」有難う
梅原会員、本日の卓話楽しみです。

高島：梅原会員、本日の卓話楽しみです。

辻（一）：バカは風邪引かない、これは昔の話だ。今は
誰でも引きます。ニコニコ

檜皮：梅原会員、本日の卓話宜しくお願いします。楽し
みです。

辻（義）：ニコニコ元気

上山：少しなれてきました。

村橋：本日にて新入会員研修を終了致しました。お疲
れ様でした。

村木：新人研修、今日で終了しました。ニコニコ

満村：ニコニコ

栗山：寒くなりましたね。

杉村：戸田会員、本有難うございます。

上瀬：来週の親睦家族会、楽しみにしております。ニコ
ニコ

梅原：本日卓話です。よろしくお願いします。

本日合計 : ￥44,000
累　計 : ￥1,172,250

13
12

●出席報告
会員数 34名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 28名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 82.35 %
11月22日の修正出席率 93.75 %

●メイクアップ
井本 万尋 11月30日 三木RC
北村 　讓 11月14日 ガバナー補佐エレクト会議

日本エイズ学会よりお礼状が届きました

12月2日（日）に開催された「エイズ啓発 大阪ジャズフェ

スティバル」の件で、日本エイズ学会会長 白阪先生より

お礼状が届きました。

社会・青少年奉仕委員会  委員長　北村 讓

本日のソング委員  岡本 啓吾会員


