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会長挨拶
会長　西田 末彦

2月は平和と紛争予防・紛争解決月間です。そこで少しお話をしたい
と思います。日本に居てますと平和と紛争予防と言いましても、いま
いちピンとこないかも知れませんが、世界では戦争や内戦・紛争に
よって家や生活を失い、故郷を追われた人々が6,800万人以上いる
と言われてますが、その半分が子供達です。

それではロータリーはその様な問題に対してどの様に支援をしてる

2019年2月28日

平和と紛争予防/紛争解決月間
月間テーマ（2月）

第1236回（本年度 第32回）例会

本日のプログラム

次回 3/7 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 : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　赤穂浪士の討ち入りは
　　　　46士か47士か
　吉田 了 会員



のでしょうか。勿論その様な人たちに対して直接支援
をしてる所もありますが、2660地区における活動事
例は、グローバル奨学生とロータリー平和フェローの
輩出と支援だと山本ガバナーは言われています。

今年度の地区大会の会長・幹事懇談会では3人の方
が発表されました。彼等が近い将来、非暴力と平和
の重要性を訴えかけ、国際的な平和会議で平和構築
と紛争回避のスキルを啓発し、戦争や紛争の被害者
や、人身売買の犠牲者のメンタルケアや社会復帰支
援に活躍していく事でしょうと言われています。

ところで、話は変わるのですが、会員の名前を呼ばれ
る時に何々先生と言われている会員の方が時折お
見掛け致しますが、何々さん、もしくは何々会員と呼
ぶようにお願いしたいと思います。

中之島RCの中にもお医者さん、弁護士さん、税理士
さんなどいわゆる世間では先生と呼ばれている方が
沢山居られますが、ロータリアンは皆仲間だと言う事
でプライベートでは勿論良いのですがロータリーの
例会場とか会合では、名前を呼ぶときには何々会員、
もしくは何々さんと言う様に心がけて頂きたいと思い
ます。宜しくお願いします。

■本日は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、宜しくお願い申し上げます。

■2月28日（木）ガバナー輩出の可否についてクラブ
内で協議をします。

■3月7日（木）吉田会員の卓話です。
　ご準備を宜しくお願い申し上げます。

2018-19年度第1235回（第31回例会）
幹事報告 (2/21)

幹事  藤本 淳司

地区委員会、その他の報告です。

■「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。

小　鉢 胡麻豆腐　黒豆　くこの実

造　り 鯛松皮　あしらい

煮　物 ぶり大根　梅麩　青身

八　寸 鰆西京ろう焼　はじかみ　海老芝煮
 たらの芽赤土揚　二段玉子
 公魚みじん揚
 筍木の芽味噌和え

蓋　物 白子蒸し　銀杏　百合根
 白身魚

食　事 御飯　香物

椀 赤出汁

本日のメニュー



国際奉仕委員会クラブフォーラム

戸田 佳孝 委員長

・ベトナムへの国際奉仕は既に15年以上も行ってい
るのでそろそろ他の場所に替えても良いのではな
いか。

・他の場所に替えるにあたっては、何をどのぐらいの
規模を行うのか？補助金を使うのか？を考えると同
時に受け入れ先がしっかりしていないかを見極め
ることも重要だ。

・先日、カンボジアに視察に行った時に水上生活者で
さえも学校があることに驚いた。発展途上国の進歩
は著しいので、学校施設などのハードを寄付するより
も教育に力を入れてあげたほうが有意義だと思った。

・他にたくさん送られてくるよりものよりも独自性のあ
る物の方が良いかもしれない。例えば身体障害者
用の装具なども良いかもしれない。

・現地に行かなくても教育はできると思う。例えば自
分の経験からインドネシアの学生を事務員として雇
い入れ、交流した。そのことによって情報発信がで
きたと思う。身近なところからも国際奉仕はできると
考える。

・奉仕をした方も幸せな気持ちになれるような奉仕
活動を行うべきである。

・VTTそのものはとても良い事業だと思うがその進め
方等について理解できない部分があるのでもう一
度しっかりした説明をして欲しい。

・30人程度のクラブにしては抱えている奉仕事業が

多すぎると思われる。国際奉仕事業も含めてもう一
度整理し直す必要があると考えられる。

・ただしオンリーワンである奉仕活動はぜひ続けるべ
きだと思う。

Aテーブル

テーマ：「ベトナムVTT終了後の国際奉仕について」

Ｃテーブル



開会の挨拶（木村会長エレクト）

次年度は、当クラブの規模からすると膨らみすぎた事

業活動を見直す必要があるので整理を行い、全事業

の選択と集中を行います。そして各事業の見直しと再

編を通じて、事業の集中による活動の充実をはかるこ

とを目標とします。

理事役員の皆さんのご協力をおねがいします。

日　時：2019年2月21日（木）11：30～12：10
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：次年度理事役員
　　　　木村・西田・金森・辻（一）・藤本・梅原・村橋・辻（義）・井本・下岡・岡本・北村（薫）・村上・安達　以上14名（敬称略）

2019-2020 年度 第一回　ノミニー理事会議事録

審議事項

1. 2019～2020年度、年間行事計画について

例年どおり年間46回例会。6回休会とする。

　⇒［ 承認 ］

2. 各委員会・小委員会担当者の人選について

　⇒［ 承認 ］

・以前ロータリーに入る前にネパールの病院にパネ
ルを寄贈する計画を立てていたが地震のためにそ
れが頓挫してしまったことがある。それを再挑戦し
てはいかがか？

・人道的国際奉仕にはお金がかかるので出資した後

にどのような発展が望めるかと言う事まで含めて計
画を立てるべきだと考えられる。

・全く知らない相手に奉仕を行うのではなくてロータ
リーのネットワーク等を駆使しながら相手の気持ちに
なって奉仕を行っていくことが大事だと考える。

Dテーブル

・ロータリーは職業人の集まりであるために現役世代
の人たちが参加しやすい国際奉仕事業にするべき
である。そのような意味では現地に出向くだけでは

なく外国から来ていただいて交流を深める方法もあ
るのではないかと考えられる。



3. 各委員会の次年度年間計画

4月13日の地区協議会には各委員長の出席必要。

次年度の各委員会の年間計画を事業規模も見直、か

つ考慮して次回理事会で報告

4. 2019～2020年度 緊急連絡網

　⇒［ 承認 ］

5. その他

・米山奨学財団への特別寄付　⇒［ 次年度廃止 ］

・モンゴルの消防車寄付と訪問の件　⇒［ 承認 ］

・年末のクリスマス家族会は12月19日（木）に予定

・成美学寮の支援継続　⇒［ 次回検討 ］

・名誉会員の委嘱についての見直し　⇒［ 次回検討 ］

・来年5月9日ロータリーデイの為の実行委員会設立

 　⇒［ 次回検討 ］

閉会挨拶（金森会長ノミニー）

木村会長のもと事業の整理再編を行うことは大変時

機を得たものである。私も30周年をめざし当クラブの

歴史を学びながら事業の再構築に全力を傾け、木村

会長に協力してゆきたい。

国際ロータリー第2660地区 2018学年度米山奨学生 修了式・歓送会
2月24日（日）、シェラトン都ホテル大阪にて国際ロータリー第2660地区 2018学年度米山奨学生修了式・歓送会が

実施されました。

奨学生全員が1年を振り返って感想を述べる機会があり、しょうちゃんも感慨深げに話をされているのが印象的でした。

カウンセラー  嶽下 勇治



3月・4月指定席のご案内 SAA担当

福田・栗山・金森・木村
村橋・村上・村木・檜皮Aテーブル（8名）

A
テーブル

Bテーブル（8名）

Cテーブル（9名）

Dテーブル（8名）

壇上

西田会長
藤本幹事
SAA担当

早瀬・井本・北村（薫）・小林
辻（義）・嶽下・高島・戸田

上瀬・北村（讓）・岡本・佐賀野
津崎・植屋・上山・山本・満村

安達・前田・吉田・丸山
下岡・杉村・辻(一）・梅原

B
テーブル

D
テーブル

C
テーブル

※ゲストの方は会員さんの欠席の多いお席にお座り頂く

ニコニコBOX

西田：本日の国際奉仕クラブフォーラム、戸田委員長

宜しくお願いします。ニコニコ

木村：戸田さん、フォーラム宜しくお願いします。ニコ

ニコ

藤本：戸田委員長、本日のフォーラム宜しくお願いし

ます。

村上：戸田会員、本日の国際奉仕クラブフォーラム頑

張って下さい。

戸田：本日の国際奉仕フォーラム、宜しくお願いします。

吉田：ニコニコ

早瀬：早退のお詫び

高島：国際奉仕フォーラム、戸田委員長ご苦労様です。

辻（一）：風邪が大変。独り身はつらい

下岡：近本さん、例会にお越しいただき有難うござい

ます。

前田：今日は特に無しです。

檜皮：戸田委員長、本日のフォーラム宜しくお願いし

ます。

辻（義）：結婚記念日のお花有難うございました。

上山：梅もほころんできましたね！

満村：ニコニコ

井本：本日、戸田国際奉仕委員長、クラブフォーラム頑

張って下さい。

大阪天王寺RC　近本 和也 様：

本日はお世話になります。

本日合計 : ￥40,000
累　計 : ￥1,481,250
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2

●出席報告
会員数 35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 0名 国内ゲスト 0名
出席者 28名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 80.00 %
1月31日の修正出席率 82.35 %

●本日のビジター
大阪天王寺RC 近本 和也 様


