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ロータリー親睦活動月間

西田 末彦

2019年6月13日
第1249回（本年度 第45回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 働き方改革
満村 和宏 会員

次回 6/20 のお知らせ
♬SONG 「4つのテスト」
:
■最終夜例会
18：00〜 例会
18：30〜 下半期新入会員歓迎会

こんにちは、
ドイツから今朝の6時30分頃に帰って来ました。今回の
ドイツ・ハンブルグでの国際大会には会員、
ご家族合わせて11名参
加されました。参加された皆様ご苦労様でした。
ちょうど行きしなの飛行機で、本当にたまたまでしたが僕の座席の前
が山本ガバナーと宮里地区代表幹事の席で、山本ガバナーと少しお

話をさせて頂きました。山本ガバナーは国際大会の
後ノルウェーに行ってフィヨルドを見に行くんだと楽
しそうに話されてました。
この様に皆様も国際大会に
行けばその近くの観光地や近くの国々の観光を取り
入れれば、
より一層国際大会の楽しみも増えると思
います。
ハンブルグに着いた翌日は夕方から大阪ナイトが御
座いました。いわゆる晩餐会で2660地区の山本ガ
バナー主催です。場所はハンブルグの市庁舎の地下
で非常に雰囲気のあるレストランでした。普段は150
名位で満席の所今回は210名程の参加で日本から
の参加人数では2番目に多かったらしいです。
ですか
ら山本ガバナーも上機嫌でかなりビールが進んでい
たみたいでした。
翌日の開会式は午後3時30分開始ですから僕たちは
昼間観光していたのですが、檜皮さんだけは地区の
国際奉仕副委員長と言う事で朝から開会式の準備で
会場に行かれてました。お陰で11名全員の登録もし
て頂きスムーズな入場が出来ました。檜皮さん有難
う御座いました。
開会式は最初の方に国旗の入場があり自分の国が
紹介されるとワ〜と言う歓声が凄くて良い雰囲気で
した。大体160ヵ国の参加で25,000人ほどだそうで
す。開会式も上手く出来ていて誰かの挨拶のあと歌
があり、歌が終わるとまた挨拶があり、
また挨拶が終
わるとダンスがありと飽きさせない段取りで眠くなら
ず楽しかったです。
皆様も行かれるといい体験が出来、楽しい思い出が

及び第4回インターアクト合同会議」
日程：6月9日
（日）
新入生歓迎会

10：30〜16：00

合同会議

16：00〜17：00

場所：大阪市立信太山青少年野外活動センター
■「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月13日
（木）18：00〜
場所：大阪倶楽部
■「職業奉仕委員会

出前授業」

日程：6月19日
（水）8：30集合
場所：開明中学校
■「地区インターアクト委員会（新旧引継ぎ会）およ
び懇親会」
日程：6月24日
（月）16：00〜18：00
場所：ガバナー事務所

会議室

増えると思います。次年度はハワイのホノルルです。
行かれる方は思いっきり楽しんできてください。

本日のメニュー

幹事報告 (6/6)
2018-19年度第1248回（第44回例会）

幹事 藤本 淳司

■本日は委員会報告です。
各委員長・小委員長、宜しくお願い申し上げます。
■6月13日
（木）満村会員の卓話です。
ご準備を、宜しくお願い申し上げます。
■6月20日
（木）今年度最終例会で下半期新入会員
の歓迎会を予定しております。
例会 18：00〜
下半期新入会員歓迎会 18：30〜
地区委員会、
その他の報告です。
■「2018-19年度インターアクトクラブ新入生歓迎会

・オードブルバリエ
・魚介のポワレ 彩り野菜

香草風味のベルモットソース

・ルーコラ トマト じゃこ ピーナッツのサラダ、
コーヒー、
パン

委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持委員会、例会運営小委員会、親睦活動委員会、会員研修小委員会、
職業奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計
増強は不可欠です。
一方退会防止、会員維持という面では、
コミュニケーション
を大事にして親睦を深め情報共有も必要です。
会員の皆様、今年度の多大なるご協力、
ご支援感謝申し上
げます。

クラブ奉仕委員会

金森委員長

クラブ奉仕委員会内、各小委員会の委員長さんの積極的
な活動で、活発な委員会の活動がなされました。
・特に会員増強委員会においては、多数の会員増強が
出来ました。
・その会員に対し、研修委員会で研修がなされて、会員
内融和に供されていました。
・例会運営においても、出席の可視化に取り組まれ、例
会出席率の向上に供していました。
・親睦委員会では、2大家族会、親睦会の盛会により、例
会でないムードの中で、実のある親睦に供した事が特
筆出来ると思われました。
詳細は小委員長からご報告が行なわれますので、各小委
員長にお願い致します。

例会運営小委員会

木村委員長

本年の当クラブのテーマは、
クラブの活性化であります。
ク
ラブの活性化は、
クラブ活動の基本である例会の活性化が
前提でなければならないのであります。
そして、例会の活性
化は会員メンバーの高出席率が不可欠の前提であります。
そこで、本年度は、上記出席率を高めるため、会員の出席
状況を可視化することにしました。つまり、自己および他の
会員の出席状況が一目でわかる一覧表を作成し、週報に
掲載することにしました。
なお、
「ソング部門」
「出席部門」
「会報部門」等は、いずれも
順調に仕事をこなしてくれました。

会員増強・維持委員会

辻 義光委員長

今年度西田会長の目標の会員増強10名には残念ながら届
きませんでしたが、新しく7名の素晴らしい方々が大阪中之
島RCの仲間に加わりました。
今年度は小林会員がご病気のため残念ながら退会され、純
増6名の会員数35名になりました。
大阪中之島RCの会員目標数は50名です。会員の皆様が余
裕を持って奉仕事業に取り組んでいただくためにも、会員

親睦活動委員会

井本委員長

今年度、親睦小委員会としては「持続的に良い奉仕活動を
行なうには会員全員の親睦をより深めることが重要」
として
活動してまいりました。
■平成30年12月20日
（木）太閤園に於いて
「年末親睦家

境を高め、活力あるクラブづくりを目指すことを目的とし
て実施した。
・実施日：12月13日
（木）
、5月23日
（木）
・場 所：大阪松竹座「たちばな」
2．2018年度新入会員に対する研修を上半期に、計3回実
施した。
皆様方のご理解とご協力に対しまして、心から感謝申し上
げます。

族会」
を開催いたしました。
会員家族含め66名もの参加者で大変楽しく年末の盛り
上がりました。
特に上半期に入会された会員及び家族の参加があり大
変賑やかに会が催されました。
■平成31年1月31日
（木）上半期新入会員歓迎会 夜例会
上半期：村木会員
（7月）
・津崎会員
（8月）
・上瀬会員
（9月）
・
佐賀野会員（9月）
・上山会員（10月）
・小林会員（12月）
の
合計6名の新入会員に入会いただくことが出来ました。
■平成31年4月6日
（土）春の家族会
京都 黄檗山万福寺〜平等院へ
会員、家族含め35名の参加者で当日は心配された天気
も快晴に恵まれまして清々しい中、万福寺の参拝、普茶
料理、宇治平等院への参拝、楽しい1日を過ごしました。
■令和1年6月20日
（木）下半期新入会員歓迎会 夜例会後
の18：30より
植屋会員（2月）の入会歓迎を行います。親睦活動小委員
会最後の仕事です。
よろしくお願い致します。

職業奉仕委員会

村上委員長

今年度活動実績報告
1．座禅体験研修（移動例会）の実施報告
日時：平成30年11月15日
（木）午前11時

座禅開始

場所：池田市、陽松庵にて座禅を体験。その後移動例会
及び食事終了後、道場と庭内清掃。早瀬会員の座
禅入門講話。参加者21名
2．職業奉仕フォーラムの実施報告
1月は職業奉仕月間。1月24日にクラブフォーラムを実
施。福田会員の基調報告があった後、
「自分にとっての職
業奉仕とは何か」について各テーブルでフォーラムが行
われた。
3．移動例会、職場見学、体験研修の実施報告
日時：令和元年5月23日
（木）午前11時〜午後3時
場所：移動例会（かごの屋、池田市役所前店）。参加者27
名。食事終了後ミュージアムに集合。全員館内見学
実施。体験研修組は2階のチキンラーメンファクト
リー
（参加者16名）
にて工程実習。所要時間90分
4．出前授業の実施
日時：令和元年6月19日
（水）午前8時30分〜9時20分
場所：学校は開明中等・高等学校

会員研修小委員会

嶽下委員長

活動報告
本年度における会員研修小委員会の活動は、次の二つの
柱で実施した。
1．若手会員を対象とした
「IH会」
を開催し、
「ロータリーの目
的」などについて話し合いを行った。
将来を担う若手会員の意識向上と、新入会員の入会環

講師：大阪中之島ロータリー

戸田会員（医師、整形外

科医）。
5．企業設立を記念し記念品を贈呈〜本年度1年間実施
6．平成30年5月12日
（土）地区クラブ職業奉仕新旧委員長
会議への出席
7．平成30年8月25日
（土）地区クラブ職業奉仕委員長会議
への出席

2018年10月27日
米山梅吉記念館訪問。朝7時26分新大阪に集合し、米山
梅吉記念館を訪問し、大阪中之島ロータリークラブのバ
ナーと寄付金を西田会長より贈呈。記念館を見学と梅吉
翁の墓所に参った。16時に新大阪で解散。
2019年1月13日〜16日
4回目となるベトナムへのVTT活動。13日夜にはダナン
病院耳鼻科のアン教授を初めとする4人を迎えてダナン
メルキュールホテルで夕食会を催した。
VTTで寄贈した内視鏡で手術する件数が年間500件に
社会･青少年奉仕委員会

北村 讓委員長

2018年6月21日の第1回委員会から2019年6月6日まで
の計10回の委員会（新旧引き継ぎ）
と計4回の楽しもう会
（懇親会）
を開催しました。
奉仕活動としましては、社会奉仕月間・青少年奉仕月間
フォーラムを含む6つの奉仕活動を行いました。
インターア
クトクラブ活動も海外研修を含み4回実施しました。
今年度は選択と集中で奉仕活動事業数減を目指しました
が、反対に増加となってしまいました。次年度はしっかり選
択と集中を考えて頂きたいこと、インターアクトクラブの取
り組み方を考慮する必要があるのではと思います。
例えばインターアクトクラブ小委員会を作って適切な対応
をできるようにするとか。
最後に、今年度の奉仕事業の中から
「にしなり☆こども食
堂」
を「意義ある奉仕賞」に申請しました。選ばれると嬉しい

及び地域の医療に貢献していることを聞き素晴らしい成
果だと感じた。翌14日にはダナン病院に赴き寄贈式を
行った。
2019年2月21日
国際奉仕フォーラム。テーマ：
「ベトナムVTT終了後の国
際奉仕について」
2019年4月27日〜29日
台北福鈴ロータリークラブ21周年記念パーティーに参
加。4：30に記念撮影をするとの事で慌てて会場の花園
飯店に向かいました。
西田会長をはじめとして大阪中之島ロータリークラブの
メンバーは大歓迎を受けた。翌28日新葡苑で福鈴ロー
タリークラブによる歓迎会があった。
2019年5月31日〜6月6日
ハンブルグ国際大会出席

のですが。
以上、委員会の皆様、会員の皆様には、今年度の委員会活
動にご協力頂きありがとうございました。

SAA委員会

檜皮委員長

① 例会におきまして、厳粛かつ例会場の品位を守る事は
勿論ですが、和やかな雰囲気のクラブ運営も大切だと思
国際奉仕委員会

戸田委員長

主に6つの活動を行った。
2018年10月19日
台北ロータリークラブとの京都観光。朝10時に太閤園を
出発し、伏見稲荷大社に参拝した。美ね寅での懇親会と
行い、三十三間堂を見学し、16時に台北ロータリークラ
ブのメンバーを京都の宿泊先に送り、17：30に太閤園で
解散した。

います。歓談の時間を配慮した司会進行をMeetingで検
討しました。
（卓話前に約15分）
② 7月・8月は各委員会毎、11月・12月は血液型、3月･4月
は出席率で指定席を設け各テーブルでリーダーを決め、
炉辺会合等を計画していただき、会員間の親睦、情報交
換など胸襟を開いて自由討論する機会を設けました。
③年初にニコニコ目標220万円と決めさせていただきまし
た。
（2019．6．6日現在：2,065,341円の集計です。）
皆様方のお陰で目標額に近づけそうです。

会計

北村 薫会計

各委員会の皆様が事業計画による会計予算を守って事業
また、ニコニココメントを拝読しまして、お二人の会員に
「すばらしいで賞」
を贈らせて頂きます。

を推進してもらっているので、会計としては確認が容易で
助かりました。

会員の皆様、SAA副担当の方々、今年度ご協力有難うござ

また現在までの通帳の整理を行い、余分な通帳は解約致

いました。

しました。

第4回 クラブ協議会［新旧合同］
（2018-2019年度）
日 時：2019年6月6日
（木） 13：38〜14：15
場 所：太閤園 2F サファイアルーム
出席者：西田・木村・金森・村上・北村（讓）
・戸田・嶽下・辻（義）
・井本・檜皮・北村（薫）
・辻（一）
・下岡・安達・藤本
オブザーバー：杉村 以上16名（敬称略）
欠席者：村橋・梅原・岡本 （敬称略）
開会の挨拶

西田会長

本日は第4回目のクラブ協議会です。
今年度の委員会の皆様方、
ご苦労様でした。
次年度の皆様も更なる素晴らしい事業を展開して
いってください。
尚、本日は例会で各委員会の報告は終わっておりま
すので次年度の委員長の計画を中心によろしくお願
いします。

【協議事項】
本日は卓話時間に委員会報告を終えており、内容が
重複する為、本年度の委員会報告につきましては別
掲しておりますので、合わせて見て頂けますようにお
願い致します。

クラブ奉仕委員会
金森 委員長
今年度の会員増強は立派だったと思います。あ
とは、退会防止にも気配りをしていきたい。

辻（一）次年度委員長
メンバー的にしっかりした方が多いので、安心し
て努力していきたい。
会員増強・維持小委員会
藤本 次年度委員長
まず今年度入会の新入会員の維持に努力した
い。更に会員各位の人脈を生かして頂き、会員
数を是非40名に近づけたい。
例会運営小委員会
木村 委員長
例会の運営については良かったと思う。出席状
況の可視化は続けていって欲しい。
金森 次年度委員長
そのようにしたいと考えています。尚、出席は
ロータリアンの義務であるので欠席の連絡を徹
底したい。

親睦活動小委員会

井本 次年度委員長
今のところ、引き続き「にしなり子供食堂」、
「成

井本 委員長

美学寮」への支援は決めている。

今年度は新入会員の方々にたいへん助けて頂
いた。特に、
クリスマス会には新入会員のご家族
を含め多くの出席になるよう呼び掛けて欲しい。

国際奉仕委員会
下岡 次年度委員長

会員研修小委員会

次年度は海外奉仕事業が多いので、各事業に
対して担当者を付けてより緻密に遂行していき

嶽下 委員長

たい。

基礎研修は、1人あたり1時間×3回行った。例会
を含めた基本的なロータリークラブの説明を
もっとすべきである。
「言いたい放題会」は、意義
があると思うので続けて欲しい。
職業奉仕委員会

SAA
檜皮 委員長
今年度は、特に司会者が早めに来て頂き、万全
の準備の上で進行出来た。

村上 委員長
職場訪問・座禅・出前授業等たくさんの事業を
行ってきたが、各行事の実施時期について再検
討すべきである。
辻（義）次年度委員長
職業奉仕はロータリーの基本ということで、現在

会計
北村（薫）委員長
今年度は通帳の整理を行った。
次年度も引き続き確実な会計をやります。
閉会の挨拶

木村会長エレクト

事業内容の検討中である。

本日は、旧委員長からの引き継ぎについていろい

まず出前授業の方法を考えている。

ろと勉強になりました。

社会青少年奉仕委員会
北村（譲）委員長
あまりにも行事が多いので、次年度はインターア

次年度は「選択と集中」
ということで、事業の整理
を考えておりましたが、実際はもっと検討すべきだ
と思います。

クトを含む青少年奉仕委員会を別に立ち上げて

みんなで更に議論を重ねていきたいです。

はどうかをクラブ細則の問題もあるが是非検討

本日はありがとうございました。

して欲しい。

第10回 2018-19年度 新旧社会・青少年奉仕委員会
日 時：2019年6月6日
（木） 11：30〜12：15
場

所：太閤園 2F

例会場前

議事進行：北村 讓 委員長
議事録作成者：杉村 雅之 副委員長

【報告・反省】
1．出席者確認
西 田・藤 本・木 村・金 森・北 村（ 讓 ）
・福 田・北 村
（薫）
・村上・嶽下・辻（義）
・井本・杉村 （敬称略）
2．配布資料確認
・第10回 社会・青少年奉仕委員会レジュメ
・出席者表
・インターアクトクラブ今年度収支報告書
・今年度事業報告書
・意義ある奉仕賞提出文

議事録

3．報告・引継ぎ事項
・今年度の事業報告
・にしなり子ども食堂への奉仕事業を履行したこと
によりRI2660地区に“意義ある奉仕賞”を申請し
た。
・インタ−アクトクラブの活動に当委員会メンバー
がより一層参加すべきである。
また、予算につい
ても奉仕事業を円滑に進めるため、検討するべき
である。
・次年度もAIDS啓発支援があるかもしれないので、
検討していただきたい。
北村（讓）委員長
今年度、御協力頂き本当にありがとうございました。

次年度国際奉仕委員会

委員長 下岡 陽一郎

6月6日
（金）18：30より山本会員のお店「柑子屋」に
て、次年度国際奉仕委員会を開催いたしました。
はじめに、次年度の活動計画にのっとり下岡委員長
進行の元、担当委員等を決定いたしました。
その後は美味しいお料理とお酒で、委員相互の懇親
をはかりました。
1年間木村会長・安達幹事とともに頑張ってまいりま
すので、
よろしくお願い致します。

インタ−アクトクラブ新入生歓迎会

杉村 雅之

2019年6月9日
（日）、大阪市立信太山野外活動セン

各学校のインターアクターが交わり、
カレーライスつ

ターにてRI2660地区インタ−アクトクラブ新入生歓

くりに始まり、木工クラフトを楽しみました。

迎会が開催されました。

有意義な歓迎になりました。

２０１９ハンブルグ国際大会報告

栗山 博道

5月31日に西田会長夫妻、高島夫妻とお嬢様、村橋
夫妻、檜皮会員と私ども夫婦でハンブルグに旅立ち
ました。
6月1日の夜には山本ガバナーの下、ハンブルグ市庁
舎食堂にて200名を超える盛大な大阪ナイトに参加
しました。6月2日の午後より国際大会開会式に参加

6

6

ニコニコBOX

西田：今朝ドイツから帰ってきました。大阪は暑いで
すね。ニコニコ
木村：暑くなりました。
藤本：本日の委員会報告、委員長の皆様宜しくお願い
します。

してまいりました。檜皮会員には大阪ナイト、国際大

村上：いよいよ梅雨入りですね。体調管理には気をつ
けましょう。ニコニコ

会の準備をお任せしっぱなしで、
この場を借りて感謝

北村（讓）
：いよいよ最終月、頑張りましょう！

申し上げます。

戸田：暑くなりましたね。

6月3日よりベルギーブリュッセルにバスで移動し、途

吉田：ニコニコ

中ブレーメンに寄りましたが、道路が大渋滞のため

早瀬：月初です。ニコニコ

予定していたケルンには寄れず、
ブリュッセルに到着

嶽下：ニコニコ

しました。6月4日は午前ブリュッセル市内観光、午後

辻（一）
：夏ですね。ニコニコ

アントワープ大聖堂観光をしてきました。

辻（義）
：暑い！ニコニコ

6月5日帰路につき、6月6日早朝関西国際空港に一

下岡：本日は次年度国際奉仕委員会です。
よろしくお
願いします。

同無事到着し、楽しい旅を終了しました。
以上簡単ではありますが、2019ハンブルグ国際大会
の報告です。

檜皮：今朝、
ハンブルク国際大会に参加し帰国しました。
25,000人のロータリアンの出会いがあり、素晴
らしい大会でした。
上山：もうすぐ梅雨ですね。
北村（薫）
：ハンブルクお疲れ様でした。

本日合計 : ￥35,000
累

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥2,100,341

35名
6名
0名
25名
10名

出席率
5月16日の修正出席率

●メイクアップ

▲結婚記念日のお祝い：左より佐賀野 雅行会員・西田 末彦会長

福田 忠博
北村 譲
井本 万尋

5 月16日
5 月16日
5 月11日

上山 英雄

5 月11日

上瀬

匠

5 月11日

村橋 義晃

5 月11日

杉村 雅之

5 月11日

佐賀野 雅行

5 月11日

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
0名

71.42 %
100 %
大阪天満橋RC
大阪天満橋RC
フレッシュロータリアン
研修交流会
フレッシュロータリアン
研修交流会
フレッシュロータリアン
研修交流会
フレッシュロータリアン
研修交流会
フレッシュロータリアン
研修交流会
ロータリーデー

