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会長挨拶
会長

西田 末彦

2019年1月17日
第1230回（本年度 第26回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 あなたの個人情報が狙われ
ている！誰でもが被害にあう
危険性とその対策について
担当：北村 薫 会員
講師：京師 美佳 様

次回 1/24 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 職業奉仕クラブフォーラム
村上 俊二 委員長

明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては健やかに
新年をお迎えになられた事とお慶び申し上げます。
昨年は理事・役員の皆様方をはじめ会員の皆様方のお陰を持ちまし
て、活発なクラブ運営が出来ました事御礼申し上げます。又奉仕活動
におきましても、
各委員長・各委員会、
多種多様な活動をして頂き沢山
の奉仕事業が出来ました。
重ねて御礼申し上げます。
そして何よりも新しく6名の会員を迎える事が出来ました。大変嬉しく

い申し上げます。
■2月8日
（金）大阪大手前RCホストの三世代合同例
会です。
場所：帝国ホテル
時間：12：30〜
当日は金曜日ですのでお間違いの無いように宜し
くお願い申し上げます。
地区委員会、
その他の報告です。
■「ベトナムVTT支援事業」
日程：1月13日
（日）〜1月17日
（木）

思っています。
今年もベトナム・ダナン病院へのVTTによります医療

■「IM6組会長・幹事会」

支援を始め、沢山の奉仕事業が予定されています。

日程：1月23日
（木）

昨年同様宜しくお願い致します。

西田会長・藤本幹事が出席予定です。

最後に本年が大阪中之島ロータリークラブはもとよ
り、皆様方にとりまして良い年になります事をご祈念

■「地区研修セミナー」
日程：2月2日
（土）

申し上げ年頭のご挨拶とさせて頂きます。

会場：大阪国際会議場

このセミナーは、
次期委員長と地区委員が新年度に

幹事報告 (1/10)
2018-19年度第1229回（第25回例会）

13：30〜16：00

向けて就任に備える為に開催されます。次年度、地

幹事 藤本 淳司

区委員の皆様ご出席を宜しくお願い申し上げます。

本日のメニュー

■本日は新年の初例会です。
会長・幹事新年の挨拶を予定しております。
例会終了後、第8回2月度理事会を開催いたします
ので理事役員・各委員長の皆様、
ご出席を宜しくお
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願い申し上げます。
■1月17日
（木）北村（薫）会員の卓話です。
ご準備を宜しくお願い申し上げます。
■1月24日
（木）
職業奉仕委員会クラブフォーラムです。
村上職業奉仕委員長ご準備を宜しくお願い申し上
げます。
■1月31日
（木）上半期新入会員歓迎会です。
夜例会ですのでお間違いの無いように宜しくお願

数の子
水菜浸し

香物

慈姑

新年の挨拶
会長 西田 末彦、 幹事 藤本 淳司
員8名と合計16名で京都観光に出かけました。
10月27日は日帰りで静岡にある米山梅吉記念館の
見学と墓参りに行ってきました。思っていた以上に会
館も綺麗で資料も沢山あり良かったです。
11月15日には職業奉仕委員会によります移動例会
もかねて陽松庵での座禅体験を致しました。その時
は分からなかったんですが陽松庵の住職が危篤状態
で、
その後数日でお亡くなりになられました。
よくその
様な日に座禅体験をさせてもらったと思っております。
12月1日は社会・青少年奉仕委員会によります恒例
会長

西田 末彦

こんにちは、上半期は皆様方のご理解とご協力のお
陰をもちまして沢山の奉仕事業が出来ました。
あらた
めまして厚く御礼申し上げます。
今年度は29名からのスタートでした。
しかし7月の第
1週に村木さんが入会され30名の大台に乗ることが
出来ました。
その後2・3か月で津崎さん、佐賀野さん、
上瀬さん、上山さんと入会され、先月には小林さんが
入会され、今年度に入り6名入会、1名退会の純増5
名で会員数34名になりました。有難う御座います。
こ

の成美学寮の餅つき大会が開催されました。大阪か
ら遠いですが行ってみるといつも思うのですが学寮
方から歓迎されているのを感じます。
12月2日は社会・青少年奉仕委員会によりますエイ
ズ学会によるジャズフェスティバルへの協賛を致しま
した。
12月7・8日は地区大会があり沢山の会員の方が出
席致しました。有難う御座います。何よりも7日の晩餐
会に会員・家族合わせて15名の参加があり、中之島
RCの皆さんの意識の高さ、積極性に改めて感激致し

の調子で今年度中に40名といきたいものです。

ました。

今年度の大阪中之島ロータリークラブのテーマは
「ク

12月20日は年末親睦家族会があり、新入会員の方

ラブの活性化」
とさせて頂きました。RIのテーマであ

が6名入られた事もあり67名と言う最近では最高の

る
「BE THE INSPIRATION」
と同じように、
まず私達1

参加者で大変盛り上がりました。

人1人が元気で明るく前向きで、
その私達が行う奉仕

そして下半期も今月の13日からのベトナム・ダナン病

活動によって、
それに携わる人々に元気を与え、感動

院へのVTTによります医療支援を皮切りに4月下旬

させると言う事です。

には台北福齢RCの創立21周年記念例会があり6月

ここで少し上半期を振り返ってみますと

にはハンブルク国際大会が御座います。それ以外に

8月2〜5日にインターアクトクラブの台湾への海外
研修がありました。私共の提唱クラブである開明中
学・高校の生徒5名と顧問の先生が行かれました。中
之島RCからは前年に引き続き辻 義光会員と井本会
員が付き添いで行ってもらいました。
8月22日には社会・青少年奉仕委員会によりますに
しなり子供食堂の子供達とボーリング大会と食事会
がありました。
10月18日は大阪中之島ロータリークラブの創立26
周年記念夜例会があり、姉妹クラブであります台北
福齢RCからヘンリーさん、
スティーブ会長初め8名の
方がお祝いに来てくれました。翌日は中之島RCの会

も親睦活動委員会によります春の家族会、職業奉仕
委員会によります職場見学や出前授業などなど沢山
の奉仕事業が予定されています。
どうか下半期も上
半期同様宜しくお願い致します。
最後にフレッシュロータリアンについて少しお話いた
します。
ご存知無い方も沢山おられると思いますが、
フレッシュロータリアンとは前年度の片山 勉ガバ
ナーが提唱され今年で2年目の事業で、入会5年未満
のロータリアンを対象とし、
ロータリーの理解を深め
てもらうのと同時に他のクラブのメンバーとの親睦を
図るのを目的とした研修及び交流会です。
これはIM
毎に開催されガバナー補佐を出したクラブがホスト

め4回も関西に上陸しました。
中でも台風21号は大阪
府全域に被害を及ぼし、会員の皆様の中にも自宅や
会社が被害にあわれ、大変な思いをなされた方もお
られると存知ますが、
今年は災害も無く会員の皆様が
無事に1年を過ごして頂けますように、
願っております。
今年は今上天皇が譲位し平成最後の年でもあり、新
しい元号が気になる所では御座いますが平成が始
まったのは私が15才の時でその当時は天皇陛下に
ついて教育も受けておりませんので失礼でございま
すがあまり理解が無かったのが正直なところで、
この
平成30年間の間に天皇皇后両陛下が積極的に戦没
となります。
したがいまして今年度は私共の福田会員

者の慰霊を国内外で執り行う御姿や、阪神淡路大震

がガバナー補佐ですので中之島RCがホストとなりま

災、東日本大震災等この30年間に大きな災害がござ

す。開催は5月11日の土曜日、天満橋にあるドーンセ

いましたが、その災害の度に被災地を訪問し被災者

ンターで大手前RCさんが主催で行うロータリーデー

と同じ目線で慰問なされているご様子や常日頃から

に引き続き開催する予定です。時間は17時半頃から

日本の平和や日本国民の幸せを願って様々なご公

20時を考えています。会費制で軽い食事とアルコー

務をご高齢にも関わらずご尽力頂いております御姿

ルを含めた飲み物でリラックスして何でも語り合える

を拝見し、
日本国民の一人としてこの時代を歩ませて

場にしようと考えています。参加予定者は100名で、

頂きました事を感謝しております。

IM6組は11クラブあり、各クラブの会長・幹事にも主

中之島RCの運営につきましては、会員数を今年度の

席をお願いしておりますが参加人数が少ない時はホ
ストクラブである中之島RCの会員の方に協力をお願
いする事があると思いますので宜しくお願い致しま

目標として会員数40名を目標としておりますが、会
員の皆様のご協力の元、村木会員、津崎会員、上瀬
会員、佐賀野会員、上山会員、小林会員と6名の会員

す。詳細が決まり次第お知らせいたします。

にご入会頂き現在34名の会員数と目標に向けて非

どうか下半期も皆様方のご理解とご協力よろしくお

常に順調です。下半期も引き続き会員の皆様にはご

願いします。

協力頂き上半期と同じ6名増員できますと目標が達
成できますので宜しくお願い致します。
奉仕活動につきましては、8月2日〜5日までインター
アクトクラブ海外研修で辻（義）会員と井本会員に2
年連続で随行頂き大変お疲れ様でした.。
その後8月23日にインターアクトクラブ生徒代表の
河本君と顧問の三本杉先生と当クラブに海外研修報
告に来て頂きました。
河本君は非常にしっかりとした生徒さんで分かりや
すい研修報告でした。
8月22日社会・青少年奉仕事業でにしなり★こども食
堂への支援で子供達とボ−リング大会・食事会を実
施しましたが、子供達は初めは遠慮しがちだったの

幹事

藤本 淳司

皆様、明けましておめでとうございます。本年も一年、
宜しくお願い申し上げます。昨年の暮れに昨年の漢
字が発表され「災」
との事でしたが、昨年は日本全国
的に災害の多い年で関西でも6月4日の大阪北部地
震、7月の豪雨、
また台風が大阪に上陸した2回を含

ですが、次第にいきいきとボーリングをして、はしゃ
いでいる姿が印象的で大変ほほえましく非常に良い
奉仕事業でございました。
10月18日創立26周年記念祝賀会が開催され姉妹ク
ラブの台北福齢RCの皆様が8名ご出席頂き、翌日の
19日は台北福齢の皆様とご一緒に京都観光に同行

させて頂きましたが、大変、台北福齢の皆様には喜ん

12月20日には年末親睦家族会を67名の方々にご参

で頂き、
さらに友好を深める事が出来たのではと考え

加頂き、盛大に開催し、上半期を締めくくれた事をあ

ております。

りがたく思っております。

10月27日は米山梅吉記念館の訪問と梅吉翁の墓参

例会の運営につきましては、SAA内でコミュニケー

りをいたしました。

ションを密に取り、席順についても工夫を凝らして頂

記念館を訪問し先輩ロータリアンの皆様が連綿と築

きスムーズに例会を運営が出来たと存じております

き上げてきた土台の上で私達ロータリアンが現在、
活動できている事を改めて認識いたしました。
11月15日職業奉仕委員会の移動例会で今年で3回
目になりますが、早瀬会員にお世話になりまして
「陽
松庵」
で座禅研修を実施いたしました。
私は座禅研修は下見の時をいれまして4回目になる
のですが、普段は座禅をする機会が無く、良い機会
を与えて下さいました。
12月は1日に恒例の成美学寮のもちつき大会で生徒
さん達が熱心にもちをつかれ多い生徒さんは2回、3
回と力強く、
おもちをつかれている姿を見て学寮を上
げて毎年、楽しみにしてくれている気持ちが伝わって
きました。翌日の2日は日本エイズ学会エイズ啓発
ジャズコンサートに協賛及び鑑賞させて頂きました。

2018-2019 年度 第8回

が、幹事としての力不足から、
ご指導を受ける事もご
ざいました。下半期も皆様からご意見を頂戴し、
それ
らを踏まえ下半期はより良い例会運営を実施出来る
ように臨んで参りたいと存じております。
最後になりますが理事・役員、各委員長の皆様方に
は非常に積極的にご協力戴き、理事会でも活発な議
論が行えたと存じております。会員の皆様におかれま
しても、
クラブ運営にご協力頂き、様々な奉仕活動に
ご参加頂き、誠にありがとうございました。本日から
下半期がスタートしますが、
まだ予定しております奉
仕活動がございますので、下半期も引き続き皆様に
ご支援をいただきクラブ・会長をしっかりとサポート
して行く所存でございますので宜しくお願い申し上
げます。

2月度定例理事会議事録

日 時：2019年1月10日
（木） 13：40〜14：05
場

所：太閤園 2F ゴールデンホール東

出席者：理事役員
西田・村橋・木村・金森・辻（義）
・井本・嶽下・北村（讓）
・戸田・檜皮・北村（薫）
・藤本・安達

以上13名（敬称略）

欠席者：村上 （敬称略）

開会の挨拶（西田会長）

奉仕委員会を開催し、確認したことは、

明けましておめでとうございます。

・開会式だけに出席して後は大会に出席しないのでは

上半期は皆様のお陰で活発な奉仕活動が出来たこと
に対して御礼申し上げます。
下半期も引き続きよろしくお願い致します。

【審議事項】

なく、翌日も大会に出席するように日程を組んだ。
・今後は、旅行案内でエコノミークラスとビジネスクラ
スを選択出来るように明記する。
以上である。 ⇒ 詳しい旅程は別掲

3. その他

1. 2018-2019年度 年間行事計画
・2月8日
（金）は三世代合同例会を帝国ホテルで12：

・銀行口座の名義変更について
（北村 薫 会計）

30より行う。
その為、2月7日の例会は休会とする。

現在進行中で、今月中には終了予定である。

・2月28日
（木）の例会時にガバナー輩出についての
意見交換の時間をもつ。

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
本日もご協力をありがとうございました。

2. 第110回 国際ロータリー年次大会2019について
（戸田委員長）
ハンブルク国際大会について、去る12月20日に国際

【 19年2月 行事予定】（平和と紛争予防/紛争解決月間）
日付

通算No.

今期

8日
（金）

1233

29

14日
（木）

1234

30

21日
（木）

1235

31

28日
（木）

1236

32

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
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

三世代合同例会
ホスト
（大阪大手前RC）
卓話担当：丸山
国際奉仕委員会

国際奉仕委員長：

クラブフォーラム

戸田委員長

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

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

第3回クラブ協議会

【 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

7日
（木）

1237

33

卓話担当：山本会員

14日
（木）

1238

34

卓話担当：吉田会員

21日
（木）

-

-

28日
（木）

1239

35

会議、行事

第10回4月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
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

第2回ノミニー理事会

祝日①
卓話担当：安達会員

【 19年4月 行事予定】（母子の健康月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

卓話担当者

4日
（木）

1240

36

卓話担当：福田会員

11日
（木）

1241

37

卓話担当：早瀬会員

18日
（木）

1242

38

卓話担当：檜皮会員

25日
（木）

1243

39

卓話担当：井本会員

会議、行事

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区研修・協議会
日程：4/13（土）
会場：大阪国際会議場

米山奨学生

米山奨学生

簫 宇庭（ショウ ユーティン）

みんなさん、明けましておめでとうございます!中国語は

みんなさんにもしのの機会かありました、是非訪ねてく

新年快樂!て言います。台湾はまた20度くらいあってどう

ださい。

ても温かいです、
でもその逆に蚊かもまた元気て困りま
した。
私の地元台中には昔日本人か開いた病院かありまし
て、名前は宮原眼科、昔宮原 武雄さんか開いた病院で
す、調べたら1927年から地元の人を助けいました、そ
れからも台中の議員になりました本当にすこい人です。
1945年の第二次世界大戦の後に日本に戻りました、
そ
の後日出株式会社か買い取り内部をリフォームし外観
はそのままに残しました、台湾にはどうても有名なとこ
ろです。

tulations!
Congra

▲お誕生日のお祝い：左より津﨑 慶一会員・辻 義光会員・西田 末彦会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より岡本 啓吾会員・西田 末彦会長

早瀬会員がロータリー財団特別奉仕賞の
表彰を受けました。

檜皮会員がロータリー財団特別奉仕賞の
表彰を受けました。

1

10

ニコニコBOX

西田：皆様明けましておめでとうございます。
旧年中はたいへんお世話になり有難うござい
ました。
今年も宜しくお願いします。ニコニコ
木村：明けましておめでとうございます。
藤本：明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いします。
北村（讓）
：本年も宜しくお願いします。
1月13日か17日までベトナムへ行ってきます。
戸田：明けましておめでとうございます。
1月21日に名医のTHE太鼓判食材総選挙に出
演します。
今年も宜しくお願いします。ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：謹賀新年

今年も宜しくお願いします。

高島：大阪中之島RCにとって良い年でありますように！

戸田会員、テレビ出演予定

嶽下：明けましておめでとうございます。本年も宜しく

1月21日夜9時から4チャンネル「名医のTHE太鼓
判。3時間スペシャル食材総選挙」の第8位アボカド
のコー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。

お願いします。
辻（一）
：今年年老人です。宜しくお願いします。
下岡：今年も宜しくお願いします。早退させていただ
きます。
檜皮：本年も宜しくお願いします。
ワクワクするような
奉仕事業を目指しましょう！

●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
26名
8名

出席率
12月6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
0名
0名
1名

12月 1 日
12月 9 日
12月 9 日
12月 9 日
12月 9 日
11月27日
11月26日

北村（薫）
：明けましておめでとうございます。今年も
宜しくお願いします。

お願いします。ニコニコ
満村：明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いします。

蕭

宇庭 様

井本：明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いします。ニコニコ

●メイクアップ
杉村 雅之
高島 凱夫
辻 一夫
津崎 慶一
吉田 了
戸田 佳孝
梅原 一樹

村橋：謹賀新年。今年も宜しくお願いします。

村木：明けましておめでとうございます。今年も宜しく

76.47 %
100 %

●本日のゲスト
米山奨学生

辻（義）
：本年も宜しくお願いします。

成美学寮 もちつき支援
地区大会
地区大会
地区大会
地区大会
吹田江坂RC
信任状委員会

上瀬：明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いします。ニコニコ

本日合計 : ￥52,000
累

計 : ￥1,265,250

