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第1243回（本年度 第39回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 5/9 のお知らせ

♬SONG : 「花」
●卓話　MY ROTARYの活用について
　井本 万尋 会員
※次週、5月2日（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　青少年奉仕委員会
　　　　クラブフォーラム

「こどもの未来を考える～こど
も食堂の実践から～」

　担当：北村 讓 委員長
　講師：にしなり☆子供食堂

川辺 康子 代表
●テーブルミーティング
　テーマ「こども達の置かれている現
　状を踏まえ、今、大人が出来ること」

本日から新しい米山奨学生のリュウ ウェンティンさんが来られており
ます。皆様1年間彼女をよろしくお願いします。ティンちゃんと呼んでく
ださい。

さて、例会の始まる1時間前から今年度第2回クラブ戦略計画委員会
が御座いました。皆様ご存知の様にこのクラブ戦略計画委員会は大阪



中之島RCの3年先、5年先、或いは10年先の中長期ビ
ジョンを定める委員会です。勿論クラブの最高決定機
関は理事会ですので、あくまでもクラブ戦略計画委員
会はその理事会をサポートする役割を担います。

今現在の目標は「地区内での中堅クラブを目指す」と
「奉仕活動は出来るだけ全員参加しよう」です。この
目標も今年度で4年が経ちました。本日のクラブ戦略
計画委員会でこの目標を検証いたしましたが、皆さ
ん全員一致でもう暫くこの目標で行こうと言う事にな
りましたのでお知らせいたします。

ただロータリーはご存知の様にあくまでも単年制で
すので目標は同じでもそれを目指すアプローチはそ
の年度の会長によって変わってきます。したがいまし
てその年度の会長方針でクラブは運営されると言う
事です。

皆様一致団結して、皆様の力でこの大阪中之島RCを
さらにより良いクラブにしていきましょう。

■本日は檜皮会員の卓話です。
　宜しくお願い申し上げます。

■4月25日（木）井本会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■5月2日（木）休会です。

■5月9日（木）青少年奉仕委員会フォーラムです。
　北村讓委員長、ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■5月16日（木）金森会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

2018-19年度第1242回（第38回例会）
幹事報告 (4/18)

幹事  藤本 淳司

■5月23日（木）職業奉仕委員会の移動例会です。
　池田市「カップヌードル ミュージアム」で見学体験
研修を予定しております。
　現地集合で11：00に「かごの屋、池田市役所前店」
です。

地区委員会、その他の報告です。

■「姉妹クラブ台北福齢RC創立21周年記念祝賀会」
　日程：4月27日～4月29日

■「IM6組ロータリーデー」
　ホスト：大阪大手前RC
　日程：5月11日（土）13：00～16：50
　場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター
　　　 （ドーンセンター）

■「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月11日（土）17：30～20：00
　場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター
　　　 （ドーンセンター）

■「国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会 
総会」
　日程：5月19日（日） 17：30～20：30
　会場：ヴィアーレ大阪　2階 安土の間

■「第2660地区 2019-2020年度のための会員増強
セミナー」
　日程：5月25日（土） 13：00～16：00
　会場：大阪YMCA　2F 大ホール

　会長エレクト、次年度幹事、次年度会員増強委員
長、ご出席を宜しくお願い申し上げます。



国際大会に参加しましょう

檜皮 悦子 会員

国際ロータリー国際大会は、年に一回開催される全
世界のロータリアンとロータリーの家族が一同に会
する会合です。

ロータリーの規則などが書かれた「手続要覧」に、「4
～6月に開催される」とありますが、これまで4月に開
催された事はありません。日本では、1961年東京、
1978年東京、2004年大阪の3回開催されましたが、
いずれも5月に開かれています。梅雨に入る前の天
候が不安定しているのと、日本では6月は株主総会
が集中して開催されるので、国内のロータリアンが参
加しやすく配慮され、5月に開催されるようです。

国際会議に参加して先ず驚くのは、さまざまな国の
人たちに出会え、言語も国籍も肌の色も違う人たちが、
ロータリーの名の下に、旧知の人たち同様に親しく話
ができることはロータリーの良さの一つでしょう。

開会本会議では、趣向を凝らした華やかな舞台を楽
しむ事ができ、又ロータリーがある国々の国旗の入
場では、ロータリーの国際性を実感できます。その後
の各本会議ではロータリーの活動。世界が今直面し
ている課題などさまざまな情報を得る事ができます。
講演者はいずれもその分野の第一者ばかりで知識
を広げるには良い機会で、感動的な講演を聴く事も
できます。

本会議で、すべて日本語の同時通訳が提供されてい
ます。大会場で、通訳を聞くためにラジオを購入する事
ができ会場は広くなれないとその場所を見つけるの
に時間が掛かる場合があります。できれは日本でFM
ラジオを購入して持参される事をお勧めいたします。

午後から分科会が開催されいくつかのテーマに別れ
た会場では、そのテーマの専門家や、これまでのその

活動に取り組んできたロータリアンたちの話を聞く事
もできますし、自分の経験や考えについて発表するこ
ともでき、又パネリストに質問する機会も十分に設け
られております。日本人のための日本語で討論できる
分科会も提供される事があります。（5月半ばに発表
されます）

「友愛の家」ではロータリアンの親睦グループや地区、
クラブなどのブースが設けられ又いろいろな催しが
開かれます。さまざまなプロジェクトについて資料が
入手したり、説明も聞く事ができます。世界中から
ロータリアンが交流しているので友人ができるかも
しれません。もし、「きもの」や「ハッピ」を着ていたり
すれば「一緒に写真をとりませんか？」とお声賭けが
有るかもわかりません。最終日の午後には閉会式が
あり、感動的なフィナーレが待っています。

日本では国際大会と言います。又「手続要覧｣にも国
際大会という言葉が出ておりますが、英国では
“Conven t i on”です。ロータリーの第100回の
“Convention”がバーミンガムで開催されました。第一
回は1910年にシカゴで開催されましたが、当時ロー
タリークラブはアメリカだけで、｢国際｣大会ではあり
ませんでした。従がって、国際大会という意味では
バーミンガムは100回ではありません。そこでこの時
からRI年次大会という言葉が使われるようになって
きました。



親睦委員会打ち上げ反省会
4月18日（木）、先日開催された春の家族会の「打ち上
げ反省会」を「吉寅」で行ないました。

当日は13名の会員の参加となり、家族会での良かっ
たこと、また会員家族紹介の時間をかけて行えばよ
かったとの反省点など、また春の家族会の会計報告
（案）など報告がありました。

当日はこの度の家族会でもお世話になりましたトラ
ベルファイブの谷川さんの参加もあり非常に和やか
に行なわれました。

親睦活動小委員会  井本 万尋 委員長

日　時：2019年4月18日（木）　11：00～12：03

場　所：太閤園 4F　寿の間

出席者：第2回クラブ戦略計画委員会：早瀬・西田・木村・金森・村橋・藤本　以上6名（敬称略）

2018-2019 年度 第2回クラブ戦略計画委員会　議事録

【議案】
1．クラブ戦略委員会の活動目標について

活動目標の①「地区内の中堅クラブを目指す」について

は、奉仕活動も非常に活発に活動できており、地区への

出向人数も多く対外的にも活動が認知され、その実績か

ら考えると現時点で、中堅クラブであるが、問題があると

すると会員数が少ないのではないか。また②「奉仕活動

は出来るだけ全員参加」についても、参加人数も多くなっ

てきており着実に実績が上がっている。今後の活動目標

の考え方は、活動目標は継続性が必要で今後もこの活動

目標を維持し、各年度事の方針に沿って目標達成に向け

て活動する。

2．今後のクラブ活動について、その他

・新規事業については従来の事業と比較検討とし、活動

による会員の負担も考え事業を選択して行くべきだ。

・クラブの活性化には若手会員の力が必要で若手会員の

サポートを先輩会員が積極的に行い若手会員を育てる

事でクラブ内に良い変化が生まれる。奉仕活動につい

ては奉仕活動の本質を考え活動する必要がある。活動

目標については会員がその活動目標について高い意識

を持っているのか。

・時代によりロータリーも変化しているのは事実だが、根

幹は変わってはいけない。

・活動目標を変更するなら「クラブの奉仕活動の更なる

活性化」、「創立30年に会員数50名」と具体的に目標を

明確にする。

・クラブ戦略計画委員会を組織する際に会員に実施した

アンケートを活用する。

・会費・寄付についてはしっかりと会員に説明し、議論を

深めていく事が必要だ。

3．クラブ戦略計画委員会構成メンバー

・会長・直前会長・会長エレクト・次年度幹事・会長ノミ

ニー・幹事・アドバイザーで計7名とする。



ニコニコBOX

西田：本日の卓話、檜皮さん、宜しくお願いします。

それと、今月からの米山奨学生、リュウ・ウェン

ティンさんを宜しくお願いします。ニコニコ

木村：檜皮さん、卓話宜しくお願いします。

藤本：檜皮会員、本日は卓話宜しくお願いします。

ティンちゃん、ようこそ

村上：檜皮さん、卓話楽しみです。ニコニコ

戸田：檜皮さん、卓話楽しみにしています。

リュウ・ウェンティンさん、ようこそ

吉田：ニコニコ

早瀬：卓話です。よろしくお願いします。

嶽下：ニコニコ

辻（一）：春ですね。頭以外は本当に春。

下岡：ニコニコ

上山：散る桜　残る桜も　散る桜　　良寛作

檜皮：辻一夫会員、Dテーブルミーティングお世話に

なりました。

本日卓話です。よろしくお願いします。

北村（薫）：風邪が治りません。皆様気をつけて下さい。

栗山：米山奨学生、ティンさん、頑張って下さい。

Dテーブルミ－ティングの残金

本日合計 : ￥32,030
累　計 : ￥1,887,501

18
4

●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 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 9名

出席率 74.28 %
3月28日の修正出席率 97.14 %

●メイクアップ
岡本 啓吾   4 月  3 日 ガバナー杯野球大会

表彰式
辻　 義光   3 月14日 ロータリーデー説明会

●本日のゲスト
米山奨学生 劉　 文婷 様

本日のメニュー

小　鉢 青柳　帆立酢味噌掛け
 分葱　針みょうが

造　り 鯛　鮪　あしらい

煮　物 鯛の子信田巻　米茄子　色紙南京
 青味　桜麩

八　寸 玉子真丈　よもぎ麩田楽
 銀鱈西京　蛍烏賊天ぷら　はじかみ
 若牛蒡東寺　鴨　空豆

差し物 蛤桜蒸し　しめじ　菜種
 桜人参

食　事 白ご飯　香の物

留　椀 赤だし

米山奨学生 米山奨学生  劉 文婷（リュウ ウェンティン）


