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平和と紛争予防/紛争解決月間
月間テーマ（2月）

第1235回（本年度 第31回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 2/28 のお知らせ
♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　ガバナー輩出についての
　　　　話し合い
■第3回 クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　国際奉仕クラブフォーラム
　戸田 佳孝 委員長
■第1回 ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム

先週は皆様三世代合同例会お疲れ様でした。新入会員の方が沢山
居られますので、三世代クラブについて少しお話したいと思います。

三世代クラブと言うのは、大阪天満橋RCと大阪大手前RC、そして私
達大阪中之島RCのことです。

まず最初に今から約51年前に天満橋RCさんが誕生し、その15年後
に天満橋RCをスポンサークラブとして、子クラブとして大手前RCが誕



生しました。そしてその10年後に大手前RCの子クラ
ブとして中之島RCが誕生しました。したがいまして中
之島RCから見れば大手前RCが親クラブ、天満橋RC
が祖父クラブとなり三世代クラブと言う事になります。

そして今から約15年程前に三世代クラブ合同で社会
奉仕事業をし、合同例会を毎年持ち回りで開催しよ
うと言う事で始まりました。勿論それまでにも単発で
は合同の社会奉仕事業がありましたが、毎年開催と
なったのはそのころからです。

因みに中之島RCの台湾の姉妹クラブは台北福齢
RC、その福齢RCの親クラブは大手前RCの姉妹クラ
ブである台北百齢RCでその百齢RCの親クラブは天
満橋RCの姉妹クラブである台北陽明RCと言う事で、
日本の三世代クラブの台湾での姉妹クラブも三世代
クラブと言うのは、世界でも珍しいと思います。

■本日は丸山会員の卓話です。
　宜しくお願い申し上げます。

　例会終了後、第9回3月度理事会を開催いたします。
　理事・役員、各委員長はご出席、宜しくお願い申し
上げます。

■2月21日（木）国際奉仕委員会クラブフォーラムで
す。戸田国際奉仕委員長、ご準備を宜しくお願い申
し上げます。

　第1回ノミニー理事会を11：30より開催いたしま
すので次年度理事・役員、各次年度委員長はご出
席、宜しくお願い申し上げます。

■2月28日（木）将来のガバナー輩出の可否につい
てクラブ内で協議を実施いたします。

■3月7日（木）山本会員の卓話です。
　ご準備を宜しくお願い申し上げます。

2018-19年度第1234回（第30回例会）
幹事報告 (2/14)

幹事  藤本 淳司

地区委員会、その他の報告です。

■「地区ロータリー財団補助金セミナー」

　日程：2月16日（土）　13：00～17：00

　会場：大阪YMC会館

　会長エレクト、会長ノミニー、次年度ロータリー財
団委員長・次年度社会奉仕委員長、次年度国際奉
仕委員長、ご出席、宜しくお願い申し上げます。

■「PETS（会長エレクト研修セミナー）」

　日程：3月2日（土）　13：00～17：15

　会場：大阪国際会議場  3階イベントホール

　木村会長エレクト、ご出席を宜しくお願い申し上げ
ます。

植屋 亨 会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ



税の話

丸山 澄高 会員

丸山澄高会員は財務省発行の資料などを使用して
税金の話や国税局や税務署の組織や職務内容の紹
介に加えて、明治29年の税務署創設当時と現在の税
務署の変遷などのお話しをされました。

全国酒豪度ランキングなどの紹介もありました。

卓話の中では実際に調査に立ち会った際の話なども
織り交ぜて正しい税知識をお持ちのロータリアンの
皆さんに「復習」していただく意味での基礎的な内容
の卓話でした。

【使用資料】
「もっと知りたい税のこと  平成30年6月  財務省」他

日　時：2019年2月14日（木）　13：40～

場　所：太閤園 2F　サファイアルーム

出席者：理事役員
　　　　西田･村橋･木村・金森･辻義光･井本･嶽下･村上･北村（讓）・戸田･藤本・檜皮　以上12名（敬称略）

欠席者：安達・北村（薫）　（敬称略）

配布物：①2018～2019年度下半期年間行事計画
　　　　②グローバル補助金によるモンゴル支援事業「Doctor car」、贈呈式日程表＋世界米山学友会：「Kizuna in Mongolia」
　　　　③IM6組フレッシュロータリアン研修交流会（案）
　　　　④三世代クラブ有志合同懇親会のご案内：ホスト大阪大手前ロータリークラブ
　　　　⑤親睦活動小委員会報告書

2018-2019 年度 第9回　3月度定例理事会議事録

開会の挨拶（西田会長）
例会に続きお疲れ様です。2月に入り次年度のご準備
が着々と進んでおりますが、今年度も行事が多々に
残っておりますので宜しくお願いいたします。

【審議事項】

2018～2019年度年間行事について：幹事

1. 大阪中之島ロータリークラブが、ガバナー輩出するか
・協議のため会員の卓話日を進捗状況により当てる
3月14日（木）・4月18日（木）を協議予備日にする
　⇒［ 協議次第、承認 ］

2. 3月28日（木）
・小林会員・植屋会員自己紹介　⇒［ 承認 ］

・ガバナー補佐・ガバナー補佐エレクトクラブ訪問
例会前 11：00～12：00懇談会予定　⇒［ 承認 ］

3. 移動例会について（職業奉仕委員会：村上委員長）
移動例会日：2019年5月23日（木） 11：00～13：00

場所：カップヌードルミュージアム大阪池田
　　  大阪府池田市満寿美町8-25
　⇒［ 承認（日時のみ） ］

4. 三世代クラブ有志合同会
ホスト：大阪中之島ロータリークラブ
日時：2019年6月13日（木） 18：00～
場所：大阪倶楽部
会費：8,000円
　⇒［ 承認 ］

5. 最終例会日野変更
日時：2019年6月20日（木） 18：00～
場所：太閤園
　⇒［ 承認 ］

6. 春の家族会（親睦活動小委員会：井本委員長）
日時：2019年4月6日（土）
場所：平等院拝観・黄檗山　満福寺にて昼食
　⇒［ 承認 ］

7. 30周年準備委員会編成
西田会長・藤本幹事・木村会員・安達会員・高島会員・
北村讓会員　⇒［ 承認 ］

8. 理事会を通しての公的な行事負担はクラブより拠
出する（年度会長ではない）
⇒［ 承認 ］

【報告事項】

1. 会員の敬称について
＿＿会員であり、＿＿先生、＿＿社長ではない
　⇒［ 再度確認 ］

2. 国際奉仕委員会：戸田委員長
・ヴェトナム視察報告
・ハンブルク国際大会・大阪地区Night出席者登録報告
・モンゴル支援・米山学友会世界大会in Mongolia報告

3. 親睦活動小委員会：井本委員長
・2018～19年度年末親睦家族会決算報告

4. IM6組フレッシュロータリアン研修交流会（案）：会長
・高島会員の講演
・各組の会長･幹事にご連絡
・100名程の出席者予定
・予算案について：不足の時はクラブ負担　⇒［ 承認 ］
・会費：4,000円（お弁当＋飲み物）

3. 三世代クラブ有志合同懇親会のご案内：会長
ホスト：大阪大手前ロータリークラブ
日時：2019年3月29日 18：00～
場所：帝国ホテル大阪 22階「ペガサスの間」
会費：8,000円

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
数多くの有益な議論が交わされ大変勉強になりまし
た。有難うございました。



開会の挨拶（西田会長）
例会に続きお疲れ様です。2月に入り次年度のご準備
が着々と進んでおりますが、今年度も行事が多々に
残っておりますので宜しくお願いいたします。

【審議事項】

2018～2019年度年間行事について：幹事

1. 大阪中之島ロータリークラブが、ガバナー輩出するか
・協議のため会員の卓話日を進捗状況により当てる
3月14日（木）・4月18日（木）を協議予備日にする
　⇒［ 協議次第、承認 ］

2. 3月28日（木）
・小林会員・植屋会員自己紹介　⇒［ 承認 ］

・ガバナー補佐・ガバナー補佐エレクトクラブ訪問
例会前 11：00～12：00懇談会予定　⇒［ 承認 ］

3. 移動例会について（職業奉仕委員会：村上委員長）
移動例会日：2019年5月23日（木） 11：00～13：00

場所：カップヌードルミュージアム大阪池田
　　  大阪府池田市満寿美町8-25
　⇒［ 承認（日時のみ） ］

4. 三世代クラブ有志合同会
ホスト：大阪中之島ロータリークラブ
日時：2019年6月13日（木） 18：00～
場所：大阪倶楽部
会費：8,000円
　⇒［ 承認 ］

5. 最終例会日野変更
日時：2019年6月20日（木） 18：00～
場所：太閤園
　⇒［ 承認 ］

6. 春の家族会（親睦活動小委員会：井本委員長）
日時：2019年4月6日（土）
場所：平等院拝観・黄檗山　満福寺にて昼食
　⇒［ 承認 ］

【’19年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）

【’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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

-

1244

1245

1246

1247

-

40

41

42

43

休会④

青少年奉仕委員会フォーラム

職業奉仕委員会  移動例会

新旧合同理事会

青少年奉仕委員長：
北村（讓）委員長

卓話担当：金森会員

卓話担当：栗山会員

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

-

1239

33

34

-

35

祝日①

新入会員自己紹介

卓話担当：山本会員

ガバナー輩出について
の可否を協議

卓話担当：小林会員・
　　　　  植屋会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

福田ガバナー補佐・
北村（讓）ガバナー補佐
エレクト訪問

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

三世代クラブ有志合同懇親会
（ホスト：大阪大手前RC）
　日程：3/29（金）

IMロータリーデー
（ホスト：大阪大手前RC）

IM6組フレッシュロータリアン
研修交流会（ホスト：大阪中之島RC）
　日程：5/11（土）

規定審議報告会
　日程：5/18（土）
　会場：大阪国際会議場

【’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 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1240

1241

1242

1243

36

37

38

39

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

卓話担当：福田会員

卓話担当：早瀬会員

ガバナー輩出について
の可否を協議

卓話担当：井本会員

春の家族会
　日程：4/6（土）

地区研修・協議会
　日程：4/13（土）
　会場：大阪国際会議場

7. 30周年準備委員会編成
西田会長・藤本幹事・木村会員・安達会員・高島会員・
北村讓会員　⇒［ 承認 ］

8. 理事会を通しての公的な行事負担はクラブより拠
出する（年度会長ではない）
⇒［ 承認 ］

【報告事項】

1. 会員の敬称について
＿＿会員であり、＿＿先生、＿＿社長ではない
　⇒［ 再度確認 ］

2. 国際奉仕委員会：戸田委員長
・ヴェトナム視察報告
・ハンブルク国際大会・大阪地区Night出席者登録報告
・モンゴル支援・米山学友会世界大会in Mongolia報告

3. 親睦活動小委員会：井本委員長
・2018～19年度年末親睦家族会決算報告

4. IM6組フレッシュロータリアン研修交流会（案）：会長
・高島会員の講演
・各組の会長･幹事にご連絡
・100名程の出席者予定
・予算案について：不足の時はクラブ負担　⇒［ 承認 ］
・会費：4,000円（お弁当＋飲み物）

3. 三世代クラブ有志合同懇親会のご案内：会長
ホスト：大阪大手前ロータリークラブ
日時：2019年3月29日 18：00～
場所：帝国ホテル大阪 22階「ペガサスの間」
会費：8,000円

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
数多くの有益な議論が交わされ大変勉強になりまし
た。有難うございました。



・サーモンのコンフィ　キヌア添え
・ローストビーフ温野菜添え　赤ワインソース
・リンゴとクルミのサラダ、コーヒー、パン

本日のメニュー

クラブとして米山記念奨学会より
「第18回米山功労クラブ」の表彰を受けました。

早瀬会員が米山奨学委員会より「第２３回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

嶽下会員が米山奨学委員会より
「第2回米山功労者」の表彰を受けました。

北村会員が「R財団ポールハリスフェロー
マルチプル6」の表彰を受けました。

藤本会員が地区インターアクト委員会の
委嘱状を受けました。

嶽下会員が「R財団ポールハリスフェロー
マルチプル1」の表彰を受けました。

梅原会員が米山奨学委員会より
「第2回米山功労者」の表彰を受けました。

Congratulations!



ニコニコBOX

西田：皆様、先週は三世代合同例会ご苦労様でした。
丸山会員、卓話宜しくお願いします。ニコニコ

木村：丸山さん、卓話がんばってください。ニコニコ

藤本：丸山会員、本日の卓話宜しくお願いします。
植屋会員、これからどうぞ宜しくお願いします。
ニコニコ

村上：丸山会員、卓話楽しみにしています。

北村（讓）：本日入会植屋さんを宜しくお願いします。

戸田：丸山会員、税金の話興味深いです。ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：丸山さん、卓話頑張って下さい。

嶽下：ニコニコ、お顔もニコニコ

下岡：寒い日が続きますね。

前田：チョコレート有難うございます。
大腸検査、ポリープとりました。

檜皮：丸山会員、本日の卓話宜しくお願いします。お勉
強させていただきます。
植屋さん、ご入会おめでとうございます。

上山：春は名のみの風の寒さ。ニコニコ

村木：今日京都は雪がパラパラと・・・・まだまだ寒い
です。

栗山：春よ来い！ニコニコ

杉村：チョコレート有難うございます。

本日合計 : ￥32,000
累　計 : ￥1,441,250

14
2

●出席報告
会員数 35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 29名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 82.85 %
1月24日の修正出席率 79.41 %

●メイクアップ
高島 凱夫   1 月26日 米山奨学生面接

▲お誕生日のお祝い：左より村橋 義晃会員・岡本 啓吾会員・西田 末彦会長

▲結婚記念日のお祝い：左より杉村 雅之会員・岡本 啓吾会員・
　西田 末彦会長・辻 義光会員・丸山 澄高会員

●本日のゲスト
米山奨学生 蕭　 宇庭 様

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。

去年の9月、学校から企業プロジェクトの話しかありました。

制作時間は予想3月くらいで完成しました今年の1月で
企業から最優秀賞を貰いました、更に先週学校の発表
会で二位の成績も貰いました。制作時間は短くて指導
者の先生の要求も高かったけどとても勉強になりました。
正式に入社する前にこのような経験をしたことはとって
も大切だと思います。

先日は東京に行って、部屋を見に行ってきました。今は
クラスメイトと一緒に住むことにしました、家賃のことも
あるけと一人暮らしよりはみんなと一緒の方がお互い
も助け合いこともてきます。

残り時間すくないですが、元気一杯で頑張りたいと思います。


