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水と衛生月間
月間テーマ（3月）

第1239回（本年度 第35回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 4/4 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　
　福田 忠博 会員

♬SONG : 「我等の生業」
■福田ガバナー補佐・北村ガバナー補
佐エレクト訪問日
●卓話　自己紹介
　小林 俊統 会員
　植屋 亨 会員
■ガバナー補佐との懇談会
　11：00～　桜苑

本日は、東大阪東RCの山村様、ようこそお越しくださいました。後ほど
RYLAのご案内宜しくお願い致します。

さて3月は「水と衛生月間」です。山本ガバナーがガバナー月信でお話
しておられますので少し紹介したいと思います。



世界では衛生的なトイレや設備が利用できない人が
25億人いると言われています。そして衛生設備や安
全な水の欠如が原因となり、毎日1,400人の子供が
命を落としているのです。渇きで亡くなる人は少ない
一方、水を介する疾病で亡くなる人は何百万人にも
のぼると言われています。

国際ロータリーでは「水と衛生」を6重点分野の一つ
に取り上げ、ロータリアンが下水やタンクに汚水が流
れる水洗式トイレを設置して衛生設備を改善したり、
石鹸で手を洗う事で下痢を35％減らす事が出来ると
言われる様に、教育による正しい衛生習慣を推進す
る事を奨励しています。

水と衛生について研究し、将来世界で貢献可能な若
者を是非ロータリー財団グローバル奨学生や水と衛
生の専門家向け奨学金候補者として推薦頂くようお
願い申し上げます。

■本日は「第2回ガバナー輩出の可否」についてのク
ラブ協議を行います。

■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。

■4月4日（木）福田会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■4月11日（木）早瀬会員の卓話です。
　ご準備、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。

■「2018-19年度 第3回インターアクト合同会議と懇
親会」

2018-19年度第1238回（第34回例会）
幹事報告 (3/14)

幹事  藤本 淳司

東大阪東RCより山村 安徳様が
春のライラのPRにお見えになりました。

　日程：3月25日（月）
　　　 会議：15：00～
　　　 懇親会：会議後～20：30
　会場：大阪国際ビル16階 1605号室

　今年度、次年度のインターアクト担当、地区イン
ターアクト委員はご出席、宜しくお願い致します。

■「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）

■「春の家族会」
　日程：4月6日（土）
　集合場所：太閤園　9：30集合／10：00出発

　黄檗宗大本山「萬福寺」参拝→福寿園・宇治工房
にて宇治茶を楽しみ→宇治平等院の参拝・見学　

■「2019-20年度のための地区研修・協議会」
　日程：4月13日（土）
　　　 登録12：00～　開会12：30～
　会場：大阪国際会議場　5階メインホール

　出席義務部門：次年度の役職、担当役職
①会長、②幹事、③クラブ奉仕（会
員増強含む）、④SAA、⑤クラブ研
修リーダー、⑥職業奉仕、⑦社会奉
仕、⑧国際奉仕、⑨青少年奉仕、⑩
ロータリー財団、⑪米山奨学



第2回 ガバナー輩出の可否についての協議

日　時：2019年3月14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

本日もガバナー輩出の可否についてご協議をお願い
いたします。

【会員の発言内容】

①前回の協議で皆様の意見を伺い、極めて近い将来
のガバナー輩出について時期早尚と感じ、今回の
提案について延期させていただきますが、ガバ
ナーを輩出する事はクラブの結束、活性化に繋が
ります。

会員数の問題が上がっておりましたが、私の知る
限り3クラブが合同で行う場合もあり、また世界と
日本のRCそれぞれの平均会員数を見ても大阪中
之島RCは会員数が少ない訳ではございません。

協議の中で大阪中之島RCの事を弱小クラブ、会員
の少ないクラブと言う発言がございましたが、その
様な発言は慎むべきで、新しい会員のメンバーは
大阪中之島RCの為に入会して頂いている事をご
理解頂き、大阪中之島RCの会員としての誇りを
持ってください。

大阪中之島RCの名称はRCが存在する都市名を付
ける事が規則で決まっており、公式にクラブ名を語
る時は大阪中之島RCでお願いいたします。

②反対、賛成両論があり、このまま行くとクラブにとっ
て良くないので提案を延期して頂いた事は良かっ
たです。大阪中之島RCが中堅クラブを目指し、機運
が高まった時に改めて検討すれば良いと思います。

③提案を延期すると言う決断に敬意を表します。

西田会長によるこれまでの協議のまとめ

大阪中之島RCとしてガバナーを推薦する事は延

期するが、会員数が増加し、機運が盛り上がった時
に検討すると言う事で皆様、宜しいでしょうか。

→会員からの異議はなし

④この協議の前から賛成、反対の立場の意見を伺っ
ており、この協議の場を持てた事は良かったです。
これを機にクラブが結束して創立30周年迎え、輝
けるクラブになる事を切に願っております。

⑤本日のゲスト東大阪東RCの会員が入会1年目でガ
バナー輩出年度と重なったが大変だったが良かっ
たと感想を述べられていた。

⑥会員研修で「IH会（言いたい放題会）」を実施して
いるが、次年度も継続して実施して頂き、言いたい
事を話せる場を提供する事が必要だ。

⑦理事会で今回の件をもう一度、総括して今後の活
動に活かす事を考えるべきだ。

⑧基本的に情報公開は必要で、会員同士が情報を共
有でき、議論できる場があれば良いのではないか。

→この意見に対して
定例会議や過去にテーブルミーティングを実施
した事がある。

⑨反対の意見を述べたが現在のクラブ状況を考え
反対したが、ガバナーを輩出する条件が整えば反
対ではない。

⑩チャーターメンバー、パストガバナーも年齢の問題
があり、先輩達にご協力をお願い出来るうちにガ
バナーを輩出する事を近い将来、考えても良いの
ではないか。

⑪ ガバナー輩出はタイミングが重要で情勢を掴む事
が大事だ。クラブ内で情報を収集する役割を担う
会員が必要だ。

⑫ガバナー輩出には人脈が必要でタイミングも重要
だ。大阪中之島RCには26年間の歴史がありその
事も考える必要がある。

4つのテストに照らしクラブ運営を実施し結論を出
して行かなければならない。

閉会の挨拶　西田会長

2回に渡り協議しご議論頂きましたが、この機会を
良い機会と捉え、また先輩の意見を聞くなど勉強
する機会でもありました。これから更に大阪中之島
RCを発展させる為の良い時間だったと思います。
ありがとうございました。



日　時：2019年3月14日（木）　13：40～14：15

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）･井本･嶽下･村上･北村（讓）・戸田・檜皮・安達･藤本　以上13名（敬称略）

欠席者：北村（薫）　（敬称略）

2018-2019 年度 第10回　4月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長エレクト）

前回も言いましたが、本年度は出来るだけ事業の整
理をして、ゆとりあるクラブにしてゆきたい。

本年度には新たな4つの事業が入ってくる。

まず、モンゴルへのドクターカーの贈呈、三クラブ懇
親会（主幹事）、ロータリーデイ（ホストクラブ）、フレッ
シュロータリアン（ホストクラブ）の4つであります。と
りわけロータリーデイは主幹事のうえ、事業もかなり
のボリュームと思われるので、実行委員会をたちあげ
ます。

その他についても、各委員長が少々現在の事業を整
理してもらっても、今よりも忙しくなると思うのでご協
力よろしくお願いします。

審議事項

1. 2019～2020年度 年間行事計画について

北村ガバナー補佐の訪問日に合わせて、クラブ協議会

を開催する。年次計画書については、基本的に次のノ

ミニ―理事会に提出をお願いしたい。

2. 各委員会構成について

委員長は副委員長及び委員に必ず了解をとる事。もし

変更が必要なら申し出るよう。

クラブ戦略計画委員会のアドバイザーは、任期4年で

あと1年ある高島会員にお願いする。

3. 名誉会員の件
現在6名であるが、4名とする。辞任いただく方には

きっちり説明し了解頂くように、次年度幹事が動くこと。

4. 米山特別寄付の件

現在年間2万円の特別寄付をしているが、本年度はこ

れを取りやめる。むしろ寄付の強制になりあらためる

日　時：2019年3月14日（木）11：30～12：05
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：木村・西田・金森・辻（一）・藤本・梅原・村橋・辻（義）・井本・岡本・村上・安達　以上12名（敬称略）
欠席者：　　下岡・北村（薫）　（敬称略）

2019-2020 年度 第二回　ノミニー理事会議事録

べきである。しかし、米山功労賞のこともあるので、普

通寄付2000円/半期、特別寄付3000円/半期の内訳

とする。

5. ロータリーデイ実行委員会の件

本年度に実行委員会を設立した。委員長に福田ガバ

ナー補佐、副委員長に辻（義）会員、檜皮会員、委員に

杉村会員、村上会員を予定。当クラブが主幹事であり、

ボリュームのある事業になりそうであり、この委員だけ

では充分ではなく最終的には会員の一致協力が必要

である。四宮ガバナーエレクトは青少年関係のテーマ

を希望されている。

6. 成美学寮の件

井本委員長から事業見直しも含めて現在考慮中であ

るとの報告があったので、次回に検討すること。

7. クリスマス家族会の名称の件

親睦活動小委員会、梅原委員長より昨年は年末家族

会としたが、本年度はクリスマス家族会とすることで承

認された。

8. 三世代合同有志懇親会の件

有志の会とはいえ三世代クラブの会長，幹事が持ち回

りで世話役になり半ば公式会合のようになっている。

しかし類似の会合もあり有志の会なので会長，幹事の

判断に任せる。

閉会挨拶（金森会長ノミニー）

内容も段々濃くなってきました。木村会長エレクトの
もと一致結束してゆかねばなりません。役割が終わっ
た旧来のものでもすてる覚悟で、整理すべきものは整
理し、皆さんとともにクラブを盛り上げ結束して行動
してゆきましょう。本日はお疲れさまでした。



開会の挨拶（西田会長）
次年度に向けて動き出している状況ですが、今年度
の残りの行事もまだまだありますのでよろしくお願い
致します。

【審議事項】

1. 2018～2019年度　年間行事計画について
・4月18日（木）の会議が無くなったので、この日を檜

皮会員の卓話に充てる。

・4月1日（月）15：00～17：00、ガバナー事務所でのロー

タリー賞の説明会に西田会長以下3名が出席予定。

2. 4月6日（土）の春の家族会について
（井本親睦委員長）

・当日は午前10時太閤園出発

・現在の参加予定者は28名 →詳細は配布済み

・予算案　⇒［ 承認 ］

3. 5月23日（木）の移動例会について
（村上職業奉仕委員長）

今テレビドラマで注目の「カップヌードルミュージア

ム」見学。当日は、11：00に「かごの屋、池田市役所前

店」に集合、例会後昼食。その後、ミュージアム見学→

見学のコースにより解散時刻が違うので事前に希望

を聞いておく。

予算案　⇒［ 承認 ］

4. 台北福齢ロータリークラブ訪問の件
（戸田国際奉仕委員長）

予定通り8名にて出席。記念例会での贈答品交換の商

品の購入は西田会長と戸田国際奉仕委員長に一任。

この分は国際奉仕委員会の予算より拠出する。

　⇒［ 承認 ］

5. その他
・2018年10月19日の台北福齢RCとの京都観光の際

に、費用不足分を西田会長が負担した件について

→この費用はクラブが負担すべきものであるので国

際奉仕委員会の予算より拠出するのが妥当であ

り、会長負担分は返却した　⇒［ 承認 ］

・2019年5月11日のIM第6組フレッシュロータリアン

研修について（村橋実行委員長より）

今のところ、参加予定者が少ないので該当クラブ

に再度参加要請をして頂きたい。

・米山奨学生の簫 宇庭さんのカウンセラー嶽下会員より

卒業される記念にアルバムを作成しているので、

その中に＜大阪中之島ロータリークラブ＞の名前

等を入れたいので許可して欲しい　⇒［ 承認 ］

・ロータリークラブに政治、宗教を持ち込まないこと。

・本日の例会でガバナーを輩出するのは、大阪中之島

RCの会員数も増え再びガバナーを輩出すると言う機

運が高まった時まで延期すると言う結論を理事会も

支持する。

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
お忙しい中、活発なご意見をありがとうございました。
最後は円満に閉会出来ましたので良かったです。

【’19年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）
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

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

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

卓話担当：檜皮会員

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



ニコニコBOX

西田：東大阪東RCの山村様、ライラのご案内よろしく

お願いします。ニコニコ

木村：ニコニコ

藤本：東大阪東RC 山村様、ようこそお越しくださいま

した。

村上：いよいよ春ですね。ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：春よ来い、早く来い

金森：2,3日前からの強い風で庭の木の葉っぱが落ち

て、花木の「つぼみ」が煇やいてきました。
もうすぐ春ですね！！

嶽下：春ですね、ニコニコ

辻（一）：お水取りが終わるまでは寒いと思っています。

しかし世間の風は引き続き冷たいのでしょうね。

前田：今日微熱がありますが、明日から海外旅行です。

檜皮：①東大阪東RC山村様、ようこそお越しください

ました。

②昨日の春の嵐で、庭の梅の花が散ってしまい

ました。

上山：もうすぐ桜の季節ですね！

東大阪東RC  山村 安徳 様：

春のライラへのご参加、宜しくお願いします。

本日合計 : ￥32,000
累　計 : ￥1,731,471

14
3

●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 30名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 85.71 %
2月21日の修正出席率 85.71 %

●メイクアップ
福田 忠博   2 月16日 補助金セミナー
嶽下 勇治   2 月24日 米山修了式

●本日のビジター
東大阪東RC 山村 安徳 様

【’19年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1248

1249

1250

-

44

45

46

-

委員会報告

会長・幹事退任挨拶
夜例会・下半期新入会員歓迎会

休会⑤

各委員長・小委員長

卓話担当：満村会員

西田会長、藤本幹事

新旧合同クラブ協議会

7月度第1回理事会

ハンブルク国際大会（ドイツ）
　日程：6/1（土）～5日（水）
　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：大阪中之島RC）
　日程：6/13（木）

小　鉢 蛍烏賊酢味噌和え　分葱　菜種
 針みょうが

造　り 鮪　きびなご　あしらい

煮　物 桜蒸し（鮪しぐれ入り）桜葉　桜麩
 蕨　銀餡

八　寸 ぶり味噌ゆう庵焼
 玉子真丈（黒豆入り）　若桃
 蓮根　厚焼うに焼　はじかみ

蓋　物 鰆湯葉蒸し　しめじ　山葵
 べっこう餡

食　事 白ご飯　香物

椀 赤だし

本日のメニュー


