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2019年7月4日
第1251回（本年度 第1回）例会

2019-20年度スタートにあたって
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 7/11 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　五大奉仕委員長方針
　クラブ奉仕　辻 一夫 委員長
　職業奉仕   　辻 義光 委員長
　社会・青少年奉仕
　　　　　　   井本 万尋 委員長
　国際奉仕　   下岡 陽一郎 委員長

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長・幹事新年度方針
　木村 眞敏 会長
　安達 昌弘 幹事

本日から新年度の始まりです。私と安達幹事とで、この1年頑張ってま
いりますのでよろしくお願いします。

2019-20年度の国際ロータリー会長のマーク・ダニエル・マローニ―
会長の今年度のスローガンは「ロータリーは世界を繋ぐ」であります。



それ受けて2019-20の国際ロータリー第2660地
区ガバナー四宮孝郎氏は、今年度のスローガンに
「Stand By You」～あなたと共に～を掲げておられ
ます。

以上を受けて、今年度の大阪中之島ロータリークラ
ブのテーマを「選択と集中」とさせていただきます。そ
の具体的な内容については、後ほど今年度の活動方
針の中でお話させていただきます。

今年度の一年よろしくお願いします。

■本来最終例会を予定していました次週の例会は、
G20の為休会です。お間違えの無いようにお願い
します。

■6月29日（土）は野球同好会の甲子園親睦大会で
す。関係者は13時30分に現地バックネット裏に集

2018-19年度第1250回（第46回例会）
幹事報告 (6/20)

幹事  安達 昌弘

合、応援に来てくださる方は15時に甲子園球場に
来てください。

■7月11日（木）には4大奉仕委員長の挨拶の予定です。
　よろしくお願い致します。

■7月7日（日）17時より山奨学生学友会の総会及び
新規奨学生歓迎会です。
　中之島からは、奨学生の劉さん、木村会長、山本米
山奨学委員長、カウンセラーの西田会員が出席さ
れます。

■7月18日（木）の例会はクラブ奉仕委員会のクラブ
フォーラムです。辻一夫クラブ奉仕委員長、内容の
検討の方よろしくお願い致します。

　18時30分より太閤園淀川亭におきまして、直前会
長・幹事の慰労会を開催致します。会員の方々全
員のご出席を予定しております。会費は近々徴収
させて頂きます。

■7月25日（木）は、各小委員会の委員長の活動方針
の発表です。
　各委員長の方、よろしくお願い致します。

■7月26日～30日まで、ドクターカー寄贈の為、台北
の3クラブ、大阪の3クラブでモンゴル訪問の予定
です。万事よろしくお願い致します。

■7月27日（土）14時より社会福祉指導センターにお
きまして、新社会青少年奉仕委員会、国際奉仕委
員会の合同委員長会議です。
　今のところ、井本委員長が出席で、国際奉仕の方
はどなたが出席するか決まっておりません。

●誕生日
早瀬 道圓 ［  1 日］
檜皮 悦子 ［  7 日］

●事業所設立記念
山本 　肇 　株式会社関西建設［昭和51年］
北村 　讓 株式会社アークエース［昭和57年］
井本 万尋 株式会社保険コンシェルジュ［平成20年］
上山 英雄 千里不動産鑑定事務所［平成22年］

Congratulations!7月のお祝い7月のお祝い



2018-2019年度 会長・幹事退任挨拶

会長  西田 末彦、幹事  藤本 淳司

今晩は、今年度は本当に色々な事がありましたが、皆
様方のご理解とご協力のお陰で何とか乗り切る事が
出来、本当にありがとうございました。

今年度色々な奉仕活動がありましたが、何もかも皆
懐かしい思い出です。その中でやはり今年度一番良
かった事は会員数6名純増の29名から35名になっ
た事です。去年の春に台北福齢RCの20周年記念で
台湾の十分に行った時に、天燈飛ばしを致しました。
天燈に願い事を書いて飛ばせば願いが叶うと言う事
で、天燈に次年度大阪中之島RC会員数40名突破と
書きました。40名には届きませんでしたが、35名とか
なり良いところまできたと思っております。

そして新入会員の皆様方にはお願いが御座います。
それは出来るだけ沢山の奉仕活動に参加してほしい
と言う事です。大阪中之島RCは会員数こそ、それ程
多くないですが奉仕活動の数や内容において、会員
数50名とか100名のクラブに負けておりません。奉
仕活動が多いと言う事は、それだけ色々な体験や経
験も出来、それだけ楽しみも喜びも増えると言う事で
す。ロータリーに入ったからこそ出来る事なのです。
今年度入会された皆様方は本当に良いクラブに入会
されたと思っています。

今年度のテーマは「クラブの活性化」でしたが、本当
に皆様方のお陰で例会も奉仕活動も非常に活発で十
分に活性化出来たと思っております。「意義ある奉仕
賞」も受賞致しましたし、山本ガバナーが力を入れて
いたロータリー賞もまず間違いなく貰えると思います。

2018-19年度会長  西田 末彦会長退任の挨拶

そして今年度もう1つの目標でありました、明日の大
阪中之島RCを背負って立ってくれる人材を育てると
言う目標も達成出来たと思っております。入会してま
だ日の浅い、今まで理事・役員をした事の無い人を
今年度出来るだけ多く奉仕委員長になってもらいま
した。職業奉仕委員長に村上さん、国際奉仕委員長
に戸田さん、親睦活動小委員長に井本さん、この人た
ちは本当に大活躍して頂きました。偉そうな事を言う
ようですが、ロータリアンとして大きく成長したと思っ
ております。

そしてもう1人藤本幹事です。彼もまた入会して日が
浅いですが、今年度幹事として本当によくやって頂き
ました。特に去年の9月に関西を襲った非常に強い
台風21号で多くに家屋が被害を受けましたが、彼の
仕事は建築関係ですので大変忙しくなったと思いま
す。しかしそんな事は一言も言わず、電話をすれば必
ずでてくれましたし、ああしてくれ、こうしてくれと言っ
た事に嫌な顔一つせずやってくれました。本当に有
難う御座いました。

人はよく一年は長いようで終わってみればあっという
間だったと言いますが、この一年本当に長かったで
す。次年度は木村会長、安達幹事に任せて少しゆっく
りしたいと思っております。ゆったりとロータリーライ
フを楽しみたいと考えております。皆様方には本当に
この一年大変お世話になり有難う御座いました。結
びに大阪中之島ロータリークラブの今後益々のご発
展をご祈念申し上げ私の退任の挨拶とさせて頂きま
す。有難う御座いました。



理事・役員の皆様にはノミニー理事会から、本日まで
皆様にはクラブの運営にご尽力頂きありがとうござ
いました。

また、理事会では活発な議論を頂戴し、クラブ運営で
は様々な問題がございましたが積極的にご協力頂き
ましてありがとうございました。会員の皆様には各委
員会等、様々なクラブ活動でのご準備、またご参加頂
きましてありがとうございました。

事務局の江川さん、ピアニストの吉田さんには毎週
の例会やご準備やクラブ活動の事務作業、また幹事
の仕事をサポートして頂きまして非常に助かりました。

皆様のご協力により、無事、予定しておりました事業
を全て終了する事が出来、本日を迎える事ができし
た。改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。

今年度は2018-19年度 国際ロータリー会長 バリー・
ラシン氏のテーマは「BE THE INSPIRATION  インス
ピレーションになろう」でしたが、大阪中之島RCもこ
のテーマにもとづいて、「クラブの活性化」を今年度
のテーマ、クラブ活動を実施して参りました。

活性化と言いますとやはり会員増強が一番のテーマ
になります。本日は例会後、下半期新入会員歓迎を
予定しておりますが、下半期は植屋会員にご入会頂
き1名、上半期に6名の会員に入会頂き、今年度は皆
様のご協力により7名の新入会員を迎える事ができ
ました。

年度初めは29名の会員数でスタートしましたが現在
35名の会員になりました。やはり会員数が増えると
例会の雰囲気も良くクラブに活気が出てきたように
感じられます。

先日の委員会報告で親睦小委員会の井本委員長か
らもご報告頂きましたが年末親睦家族会に多くの方

2018-19年度幹事  藤本 淳司幹事退任の挨拶

にご参加頂き、計66名の参加がございました。これも
新入会員やそのご家族の参加が大きく盛大に開催
出来ました。

このほかクラブの奉仕活動等の参加者も多くなった
気がいたします。これは会員増強の効果だと思います。

次に活性化といえば奉仕活動が上げられますが、今
年度は各委員会で色々と事業に工夫を凝らして頂き
数多くの事業を実施して参りました。それぞれに良い
事業でしたが、その中でも新規事業で西成こども食
堂の支援でボーリング大会と食事会を実施しました。
子供達の喜ぶ笑顔を微笑ましく奉仕を受ける側の表
情が直接、奉仕をする側に伝わる事は、奉仕活動を
続けていくうえで大きな原動力になるのではと思い
ます。今年度、多くの事業を実施して参りましたが、特
に私自身、印象に残る事業でございました。

最後になりますが幹事としては、会長に適格にご指
示を頂き、また幹事に負担を掛けまいと会長が思わ
れていたのだと思いますが自ら積極的にクラブ活動
に関わって頂き、私自身この一年、それほどストレス
も無く、とても働き易い環境で仕事をさせて頂けまし
た。その分、会長に負担を掛けてしまい申し訳ない気
持ちです。その様な立場でありながら、なれない部分
もあり、皆様にはご迷惑をお掛けした事もございます
が、お許し頂ければと思います。

また、会員の皆様にはもう少し喜んで頂ける仕事が
出来たのではないかと反省しております。ですが次
年度はこの経験を活かし、クラブの為にお役にたてる
ように、違う立場でがんばって行こうと考えております
ので、皆様には、これからも引き続きご指導頂ければ
と存じます。

この一年間、誠にありがとうございました。



大阪中之島ロータリークラブ　2018-2019年度最終例会・新入会員歓迎会大阪中之島ロータリークラブ　2018-2019年度最終例会・新入会員歓迎会







野球同好会 監督  安達 昌弘甲子園親睦野球大会　上野RCに完勝！
去る6月29日（土）は、令和初の甲子園親睦大会出場
でした。

雨を心配しておりました当日の甲子園ですが、無事
天気も万全で最高のグラウンド状態のもと、予定通り
午後3時30分より三重県の上野ロータリークラブと
の親睦試合が行われました。

例年に勝るとも劣らない大応援団のお陰で（相手
チームの応援は殆どゼロ）13-9の大差で久々の甲子
園勝利を収めました。

因みに前回甲子園で勝ったのは5年前ですが、その

甲子園出場の為の決起集会
6月24日（月）午後6時30分よりKKRホテルにて、野球
部の甲子園出場にむけた決起集会を行いました。

時の相手チームも同じ上野RCでした。

試合後は、近くのステーキ屋さんに場所を移し打ち
上げの飲み会。お腹も空いていたし、何より試合に
勝った後だったので約30名が大いに盛り上がったも
のでした。

野球部の方々、応援に来て頂いた方々、本当にありが
とうございました。

そして、クラブの方々には今回たくさんのご寄付を頂
戴して野球部全員心より感謝しております。

秋のガバナー杯も、来年の甲子園も勝てそうです。





2018～19年度SAA担当  檜皮 悦子

ニコニコBOX

西田：皆様、今年度1年間本当にお世話になりました。
有難うございました。ニコニコ

藤本：皆様、1年間有難うございました。

金森：西田会長・藤本幹事1年間ご苦労様でした。

村上：もう梅雨がなくなって一気に夏本番となりそう
ですね。

北村（讓）：1年間お疲れ様でした。

吉田：ニコニコ

早瀬：西田会長・藤本幹事1年間ご苦労様でした。ニ
コニコ

山本：西田会長・藤本幹事はじめ執行部の皆様、1年
間ご苦労様でした。楽しい1年でした。

嶽下：ニコニコ

下岡：最終例会ですね。西田会長・藤本幹事1年間ご
苦労様でした。

檜皮：西田会長・藤本幹事素晴らしい1年でした。SAA
担当にご指名いただき有難うございました。

辻（義）：西田会長・藤本幹事1年間ご苦労様でした。

上山：梅雨はいつからでしょうね。

村橋：西田会長・藤本幹事1年間お世話になりました。
有難うございました。

井本：西田会長・藤本幹事1年間本当にお疲れ様でした。

上瀬：1年間有難うございました。次年度もよろしくお
願いします。

梅原：西田会長・藤本幹事1年間有難うございました。

本日合計 : ￥68,000
累　計 : ￥2,209,341

20
6

●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 %
5月30日の修正出席率 94.28 %

●メイクアップ
井本 万尋   6 月11日 地区広報公共イメージ

向上委員会
木村 眞敏   5 月25日 地区会員増強セミナー
栗山 博道   6 月  1 日 ドイツハンブルク

国際大会
高島 凱夫   6 月  1 日 ドイツハンブルク

国際大会

２０１８～２０１９年度ニコニコ報告

2018～19年度ニコニコ集計報告をさせて頂きます。

6月最終例会時において2,209,341円集計させてい
ただきました。（2018～19年度目標額：220万円）

集計されましたニコニコは奉仕事業に活用され、目
標額が達成できましたのも、会員皆様方のご理解、ご
協力のお陰です。

有難うございました。

職業奉仕委員会 出前授業
日時：2019年6月19日（水）

午前8時10分 集合
午前8時40分～午前9時20分 出前授業実施

場所：開明中学・高等学校　体育館
大阪市城東区野江1丁目9-9

講師：大阪中之島ロータリークラブ
戸田 会員（整形外科医師）

講義内容はロコモシンドロームを青少年向きのテー
マとして実技を入れながら講義をされ、高校2年生の
生徒には大変好評でした。今回インターアクトとの協
力の中で実現できて職業奉仕委員会としても感謝い
たします。

参加者も会長、幹事をはじめ関係する委員を入れて
11名の参加がありました。


