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第1237回（本年度 第33回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 3/14 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ガバナー輩出についての
　　　　話し合い

♬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

この前の日曜日に米山奨学生のショウちゃんの終了式及び歓送会に

行って参りました。今年度は全員で26名程でした。

やはりアジアの方が多く、中国、韓国、台湾、ベトナムの方が多かった

ですが、中にはアメリカ、カナダ、ヨーロッパの方もおられました。



彼等が話すのを聞いてますと皆日本語が上手で関心

しました。

中之島RCからは高島パストガバナーはじめ米山の

地区委員の栗山さん、カウンセラーの嶽下さん、クラ

ブの米山担当の下岡さん、そして私と5名の参加で他

のクラブより一番多いように思いました。さすがに

ショウちゃんも5名も行ったので感激していました。

四宮ガバナーエレクトが山本ガバナーの代わりに挨

拶をされてましたが、世間には色々な奨学生制度が

ありますがロータリーの奨学生制度との一番の違い

はカウンセラー制度が有るか無いかだと言われてお

られました。カウンセラーやその家族、各クラブの

方々が本当に親身になり彼等、彼女らの相談にのり

支えて下さる事が彼らにとって大きな財産になると

言われてたのが印象に残っております。

歓送会も終わりになる頃に「蛍の光」が流れると何も

してなかった僕でも何かジーンとくる物がありました。

おそらく嶽下さんはもっともっと感慨深い物があった

と思います。

ショウちゃんは仕事の関係で3月から東京の方へ行

かれるみたいですが、是非大阪に戻ってきたいと話

されてました。

来月で例会出席は最後になると思いますが、歓迎し

てあげて下さい。お願い致します。

■本日は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。

■3月14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21日（木）祝日の為、休会です。

■3月28日（木）新入会員の自己紹介です。

　小林会員、植屋会員ご準備を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。

■「大阪天満宮観梅」

　ホスト：大阪天満橋RC

　日程：2月28日（木） 16：00～

　場所：大阪天満宮

　会費：￥6,000（ご家族は無料です）

■「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。

■「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月29日（金） 18：00～

　会場：帝国ホテル大阪　22階「ペガサスの間」

　会費：￥8,000（飲み物込み）

2018-19年度第1236回（第32回例会）
幹事報告 (2/28)

幹事  藤本 淳司



第１回 ガバナー輩出の可否についての協議

日　時：2019年2月28日（木）　13：00～13：30
場　所：太閤園 2F　エメラルドルーム

出席会員数：30名

司会進行：西田会長

開会の挨拶　西田会長

本日は大阪中之島RCの会員を創立30周年でもある

2022～2023年度にガバナー推薦者として地区に推

薦するか否か皆様に協議して頂きます。

会員の皆様はそれぞれの立場でのご意見があり、そ

の意見を尊重しなければクラブ内で禍根を残す事に

なります。その様な事が無い様に皆様にはご協議頂

ければと存じます。

【会員の発言内容】

①反対

現在の会員数が35名でガバナーを輩出するには

会員数が少なく、前回ガバナーを輩出した時も会

員数が少なく大変苦労をし、他クラブの支援を受

けなければ運営出来ない状況であった。

また、当時と比較して会員の高齢化と言う問題もあ

り、会員全員の意志でガバナーを輩出すると言う

機運が高まった時でないとガバナーを輩出する事

が出来ないのではないか。

②反対

ガバナーには権威があり、クラブ活動を進めていく

うえでパストガバナーの意向が反映されている傾

向があると感じる。これ以上パストガバナーが増え

ると一般会員の意見が反映されにくくなるのでは

ないか。

→この意見に対して

パストガバナーとしてこれまでクラブの事業に反

対した事はない。

③反対

ここ数年のガバナー輩出クラブの会員数と比較し

ても当クラブは会員数が少なく会員数で考えると3

倍～5倍の負担が会員にかかる。

また、前回ガバナー輩出時と比べ、現在クラブで実

施している事業の数や地区出向者数も多く、会員

の負担が大きすぎ、若手会員の仕事にも影響する。

時期についても当地区は81クラブあり各クラブが

持ち回りでガバナーを輩出するならば80年に一度

である。

④新入会員はガバナーについての知識が無く、ガバ
ナーについて説明が必要ではないか。

⑤賛成

新入会員はガバナーについて理解が浅いので、

しっかりとガバナーについて説明するべきで、説明

したうえでガバナーを輩出しようと言う雰囲気が出

てくれば現状の会員数でも問題ないのではないか。

代表幹事についても他のクラブの支援を受ける事

ができ、創立30周年までは、まだ時間があるので



第3回　クラブ協議会（2018-2019年度）
日　時：2019年2月28日（木）　13：40～14：10
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム

出席者：西田・村橋・木村・金森・村上・北村（讓）・戸田・辻（義）・井本・檜皮・北村（薫）・安達・藤本
　　　　オブザーバー：早瀬・杉村・村木・上瀬　以上17名（敬称略）

欠席者：嶽下　（敬称略）

開会の挨拶　西田会長

本日は第3回目のクラブ協議会です。

今年度の約2/3が過ぎ、残りは1/3になりました。残り

の1/3の期間も充実させていきたいです。

各委員会の活発な意見をよろしくお願いします。

【協議事項】

1. クラブ奉仕委員会 金森委員長

クラブ奉仕委員会は、委員会の根幹ですので各委

員長を中心に今後も特に出席に重視して頂き頑

張って頂きたい。

2. 会員増強・維持小委員会 辻（義）委員長

今年度は今のところ上半期で6名、下半期で1名の

増強がなされております。西田会長の目標に少しで

も近づけるようにあと2～3名の増強を頑張りたい。

それと共に退会者が出ないように気配りをしてい

きたい。

3. 例会運営小委員会 木村委員長

ソング、出席、会報とも頑張って頂いており喜んで

おります。出席率を重視し会報に出席状況の一覧

表を掲載するようにしています。今後はそれを検証

していきます。

4. 親睦活動小委員会 井本委員長

年末家族会がたいへん盛り上がったので、4月6日

の家族会もこの調子で盛り上げていきたい。

現在の参加予定者は21名なのであと10名は増や

すようにもっと声を掛け、下半期の目玉事業として

委員会全体で頑張りたいです。

5. 会員研修小委員会 代理：村橋副委員長

下半期入会の2名の新入会員に対して、4月に研修

の機会を持つようにしている。また、「言いたい放

題会」も4月に開催したい。

6. 職業奉仕委員会 村上委員長

上半期には座禅の体験研修を実施し、そして、下半

期の1月のクラブフォーラムでは「自分にとって職

業奉仕とはなにか？」をテーマに意見交換をした。

今後の予定としては、5月23日（木）に移動例会とし

て池田市のカップヌードルミュージアム訪問が決

定している。

また、6月には出前授業を予定している。

例年通り、事務所創立記念のお祝いを贈ることも

継続して実行している。

7. 社会・青少年奉仕委員会 北村（讓）委員長

8月に「にしなり子供食堂」の子供達をボウリングと

食事に招待した。

10月のクラブフォーラムでは「ホームレスを生み

経験の少ない会員も経験を積み成長でき、ロータ

リーの本質を学ぶ良い機会だ。

→西田会長の補足

ガバナー推薦の時期は今年の夏、遅くても秋ま

でには決定しないと時間的なスケジュールは間

に合わない。

⑥賛成

ガバナーを輩出する過程でロータリアンとして勉

強ができ、さまざまな感動があります。地区出向者

にとってもガバナーと言う存在が強力なバックアッ

プにもなる。

⑦まえ向き検討

前回のガバナー輩出時に私自身、大変勉強になり、

地区出向にも誇りを持って活動出来た。

⑧反対

創立20周年に続いてなぜ創立30周年なのか。会

員数が一定数になってから検討するならわかる。

地区出向の活動も良いですが、本来はクラブ内の

奉仕事業通じてロータリアンとしての勉強をする

のが基本である。

⑨反対

現状の会員数でも可能であるが、新入会員が多く

それぞれに仕事があり負担が重すぎる。会員全員

の賛成は必要ないが、会員数の1割～2割の反対

があれば難しい。

本日の協議でも反対意見が多くクラブにとっても

良くない。

⑩賛成

ロータリークラブの活動は停滞せずに、苦労をして

でも一歩前に出ることが必要で、これまでの活動に

も苦労があり、その苦労がクラブの発展の鍵となる。

また、ガバナー輩出の過程が非常に勉強となり創

立30周年の後にこのクラブを守っていく若い会員

の力となる。

⑪賛成

人選と時期を別にしてクラブとして一致団結して

ガバナー輩出する事は良い。

閉会の挨拶　西田会長

沢山の意見ありがとうございました。まだまだ、皆

様ご意見があると思います。

今回の時間30分では非常に短いので、次回3月14

日にもう一度、協議をお願い致します。

出さない日本にする為に」というタイトルでNPO法

人の川口理事長に卓話をお願いした。

12月は成美学寮餅つき支援事業に始まり、エイズ

啓発JAZZフェスティバルに参加。また、大阪大手前

ロータリークラブがホストである三世代合同奉仕

事業（大手前整肢学園のクリスマス会）に参加した。

下半期には上記の三世代奉仕事業の報告会を2

月に終え、5月に「にしなり子供食堂」の川辺代表の

卓話を予定している。

8. 国際奉仕委員会 戸田委員長

下半期は、4月に希望者で台北福齢ロータリークラ

ブ訪問予定、その後ハンブルク国際大会出席（希

望者）を予定。

次年度のことではあるが、7月にはドクターカー寄

贈の為モンゴル訪問が予定されている。

9. SAA 檜皮担当

お陰様で以前より例会での私語が少なくなり静か

な例会になっている。3月～4月の指定席を決めた

のでよろしくお願いします。

ニコニコも順調に伸びております。

10. 会計

嶽下会員に助けて頂き、上半期のチェックを行っ

ているところです。通帳の整理はすべて終わってお

ります。

11. その他

・新入会員が多いのでしっかりしたロータリーの勉

強の場を作っていくべきである。特に紹介者が責

任を持って指導することが大切である。　

・次回のクラブ協議会には会員全員が出席する気

持ちを持って頂きたいし、その旨のアナウンスも

お願いしたい。

閉会の挨拶　木村会長エレクト

諸々の活動報告をありがとうございました。また、

短時間でうまく終わって頂き感謝しております。
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大阪天満宮観梅会
2月28日（木）、大阪天満橋RCさん主催の大阪天満宮観

梅会にいって参りました。

中之島RCからは会員、家族合わせて10名の方が参加

されました。私は初めての参加でしたので、案内には観

梅会とぜんざいと書いてましてので、そのつもりで行っ

たところビールにお酒、そして揚げたての天ぷらにおで

ん等が振舞われ、すっかりいい調子でした。

聞くところによればもう30年ぐらい続いているそうで大

阪天満橋RCさんの歴史と伝統を感じました。

会長　西田 末彦

PETS（会長エレクト研修セミナー）
3月2日（土）、大阪国際会議場にてPETS（会長エレクト

研修セミナー）が開催されました。

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第２4回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。



卒業おめでとうございます
しょうちゃんの在籍していた大阪アニメーションスクール専門学校の全体組織である、学校法人コミュニケーション

アートの卒業式が3月5日（火）、大阪国際会議場で行われました。卒業生約1,800人が一堂に集い、卒業を喜び合って

いました。

ショウちゃんはみごと、皆勤賞と学校長賞を受賞されました。

カウンセラー  嶽下 勇治



ニコニコBOX

西田：先日、米山奨学生のショウちゃんの終了式に
行ってきました。
何かジーンとくるものがありました。

木村：うっとおしい雨ですね

藤本：ニコニコ

村上：久しぶりの雨ですね。もうすぐ3月、春ですね。ニ
コニコ

北村（讓）：たまには雨もいいですね。

戸田：ニコニコ

吉田：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

辻（一）：木曜の雨は週末のカメラが喜びます。
小さな花にはつらい雨かも。私も少し淋しい
雨、独り身・・・

下岡：ニコニコ

前田：昨日大阪JCの委員会OB会がありました。68歳
の男性4,5年前に奥様を亡くし元気がなかった
のですが
昨日はなんと20歳下の女性とつきあってるとの
こと・・・

檜皮：庭の紅梅、白梅が春の訪れを知らせております。
本日雨で少しかわいそう・・・

北村（薫）：早退のお詫び

村木：今日は雨！でもニコニコ

岡本：還暦の60歳になりました。ニコニコ

満村：ニコニコ

栗山：花粉たいへんですね。

杉村：雨ですね。ご自愛下さい。

上瀬：雨イヤですね！早く暖かくなって欲しいです。ニ
コニコ

本日合計 : ￥83,221
累　計 : ￥1,564,471
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●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 30名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 85.71 %
2月8日の修正出席率 97.05 %

●メイクアップ
栗山 博道   1 月26日 米山奨学生面接
戸田 佳孝   1 月29日 吹田江坂RC

本日のメニュー

ライトミール

小鉢　ちらし寿司　赤だし

Congratulations!3月のお祝い3月のお祝い

●誕生日
 栗山 博道 ［  7 日］
 福田 忠博 ［12日］
 藤本 淳司 ［20日］
 吉田 　了 ［29日］

●事業所設立記念
 吉田 　了 丸住株式会社［昭和33年］
 梅原 一樹 株式会社スタジオ：リム［昭和43年］
 早瀬 道圓 株式会社ケーホウ［昭和46年］
 檜皮 悦子 檜皮商事有限会社［平成 3 年］
 上瀬 　匠 株式会社プレジール［平成19年］

●結婚記念日
 井本 万尋 ［ 2 日］
 藤本 淳司 ［ 7 日］
 北村 　讓 ［31日］


