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2019年7月18日
第1253回（本年度 第3回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 7/25 のお知らせ
♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　小委員会活動方針
　岡本SAA・北村薫会計・金森例会運
　営小委員長・藤本会員増強小委員
　長・村橋会員研修小委員長・梅原親
　睦活動小委員長

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　クラブ奉仕委員会フォーラム
　辻 一夫 委員長

先日の7月7日（日）は、KKRホテル大阪で、ロータリー米山奨学学友
会（関西）の2019年度 米山総会及び新規奨学生歓迎会がありました。

新人の方が多くおられますので、米山記念奨学事業について簡単に
説明させていただきます。同事業とは、全国のロータリアンからの寄
付を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援
する国際奨学事業です。

日本における民間最大の奨学事業で、現在は、毎年約800名の奨学
生を採用しており、その累計は2万人を超えています。この事業の最
大の特徴は、「世話クラブ・カウンセラー制度」であり、奨学生一人に
世話クラブが決められ、当該クラブから選出されたカウンセラーが奨



学生の世話をすることで、RC及びロータリアンとの間
で、絆が深まり、結果、母国と日本との国際交流に寄
与しています。

ところで、当日は170名余り（今までの最多数）のいろ
いろな国の学友等が集まっていました。中国、韓国、
台湾、マレーシア、べトナム、インドネシア等々東アジ
ア、東南アジア出身者が多数を占めていました。

留学先の学校は、なぜか阪大が目立ちました。（後で
調べたら、阪大は、全国で東大、筑波大学に次いで三
番目だということです）。

学友会の新会長として挨拶されたアリフ（32歳）さん
は、マレーシア人で大阪大学大学院において工学博
士を取得し、現在、三菱電機に勤めておられるとのこ
とです。

ちなみに、全国の米山奨学の出身者は累計2万人余
りですが、そのうち博士号取得者は3,000人を超えて
いるそうです。

私のテーブルには、劉さん（ご承知の通り、台湾出身
で関西大学大学院おいて近現代史専攻）のほかに、
中国出身で関西大学大学院おいて教育学専攻の楊
（ヨウ）さんとモザンビーク（アフリカ）出身で大阪大
学大学院おいて公共政策学専攻のグーレさんらがお
られたので、いろいろ話をさせてもらいました。

彼等は当然ながら皆さん親日家です。劉さんと楊さん
は日本での就職を希望し、グーレさんは祖国での就
職を希望されていました。

彼らは、いろいろな活動をされており、当日紹介され
た活動の中で、興味深かったのは、福井県での朝倉
家や永平寺巡りでした。彼らは日本の文化や歴史・伝
統をより深く知ろうとしています。卒業するころには、
よりディープな親日家になっていることでしょう。

その彼らが、将来、祖国や日本において、重要な地位
を占めるようになった時、きっと、祖国と日本の深い
絆となってくれるものと確信しました。その意味で、日
本の安全保障に資するものであります。日本の為に、
頼もしく感じた次第あります。

■本日、会員皆様のメールボックスに上半期の会費
の請求書を入れております。
　今月中に送金して頂けますようにお願い致します。

■本日は五大奉仕委員会の委員長の挨拶です。
　よろしくお願い致します。

　尚、次週にはクラブ奉仕委員会フォーラムを予定
しておりますので、本日のクラブ奉仕委員会の挨拶
は短めにお願いして、各会員のその「請求書」につ
きましてそれぞれの内容を詳しく説明してもらいま
す。これは会計の嶽下会員にお願い致します。

■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。

■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。ご参加される方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。

■8月1日（木）は、本年度第1回のクラブ協議会です。
今回から卓話の時間に開催することになりました。
出来るだけ多くの会員に参加して頂きクラブの様
子をわかってもらう為です。

■8月8日（木）は久しぶりの卓話の時間です。
　本年度スタートは村橋会員の担当です。

2019-20年度第1252回（第2回例会）
幹事報告 (7/11)

幹事  安達 昌弘
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5大奉仕委員長方針

クラブ奉仕委員会の今年度の方針を申し上げます。

クラブ奉仕委員会の役割は、4つの小委員会の監督と調
整であると定款に明記されています。

理事会等の公のところで噴出する問題を事前に調整
し、大きな紛争にならないよう監督、活動させて頂きた
いと思っております。

とはいうものの、各小委員会の委員長様は能力、見識等
において立派な方々でございますので、私はこれらの
方々の足を引っ張らないよう心掛けたいと考えておりま
す。以上であります。

2019-2020活動方針

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕
の理念を奨励し、これを育むことにあります。具体的
には4つの項目を奨励しています。

1．知り合いを広めることによって奉仕の機会とす
ること。

2．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす

クラブ奉仕委員会 委員長　辻 一夫

職業奉仕委員会 委員長　辻 義光

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会と
してロータリアン各自の職業を高潔なものとす
ること。

3．ロータリアン一人一人が、個人として、また事業
および社会生活において、日々、奉仕の理念を
実践すること。

4．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進す
ること。

にある通り、ロータリーの基本は親睦と職業奉仕であ
ると考えます。

ロータリーは職業倫理の高揚を学び、一人一人の職業
を通じて社会に如何に奉仕するかと言う職業奉仕を
重点に「I Serve（私は奉仕する）」を理念にしています。

全員纏まって行う奉仕活動もありますが、基本的には
「会員一人一人が奉仕活動の単位」です。すなわち、
「私は奉仕する」「自己の責任と判断において、自分の
職業を通して社会に、世界に奉仕しよう」という考え
方が基本となっています。

また職業奉仕の理想は

1．あらゆる職業において最も高度な道徳的水準を
守り、推進すること。

2．自己の職業またはロータリアンの携わる職業の
みならず、あらゆる有用な職業の社会に対する
価値を認めること。

3．自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに
役立てること。

にあると考えます。

「四つのテスト」を会員それぞれの職業上の行動規範
となるような活動を行います。

元来、職業奉仕事業としてはクラブが纏まって社会活
動を行うことではありません。あくまでも自己研鑽、職
業倫理を高めるための指針を示す事業と考えます。

しかしそれでは目に見える具体的な活動がなく、精神
論に集約されるため最低限の目に見える奉仕活動と
して、クラブ会員の職業紹介、職場訪問、青少年への
職業意識向上のための出前授業などを行っています。

今年度も職業奉仕の一環として、そういった具体的活
動を行う予定です。

皆様、一年間よろしくお願いいたします。



活動方針

今年度は、選択と集中の観点より、従来の事業領域を
見直し事業領域を行いたいと思います。

私自身、社会奉仕活動を中心になって行うことは人生
で初めてであり、自分自身、この年になるまで満足に
そういった活動と呼べるものを行ってきたことはあり
ませんでした。

青少年奉仕活動については、過去に地元のPTA会長
を行ったこと等、2年前に開明中学校高等学校のイン
ターアクト設立に関わらせていただいたこと。

何卒、若輩者で経験不足ではありますが、大阪中之島
ロータリークラブの諸先輩方が過去に行ってこられて
ロータリークラブの4大奉仕事業の一つ社会青少年
奉仕事業を真正面から行ってまいりたいと思います。

1．にしなり☆こども食堂への支援
8月21日（水）10：30集合
ボウリング～かごの屋

2．奈良 柳生の成美学寮への継続支援（12月）

3．エイズ啓発ジャズコンサート
日本エイズ学会 会長 クラブの名誉会員 白坂琢
磨会員のチェリティジャズコンサートへの支援

4．インターアクトクラブ 開明中学校高等学校への
大阪東ロータリークラブとの共同提唱による共
同支援
今年海外研修はバンコク8月2日より4泊5日　
開明IAC河本君卓話（9月5日）
インターアクトクラブ年次大会（11月）
新入生歓迎会（6月）

5．三世代クラブ合同奉仕事業
天満橋RC 共同支援事業

以上、なにぶん多くの事業ですがしっかりと務めて
まいりたいと思います。

社会・青少年奉仕委員会 委員長　井本 万尋 国際奉仕委員会 委員長　下岡 陽一郎

今年度の活動方針・計画

【活動方針】
関係委員会等と連携しながら、国際奉仕活動を通
して、親善と平和を推進していくと云う従来からの
方針を踏襲する。

【活動計画】

1．モンゴルで開催される「絆INモンゴル（米山ファ
ミリーの集い）」に参加する。（2019年7月27日
～7月28日予定）

2．台北福齢RCと共同でモンゴルへドクターカーの
寄贈を行い、その寄贈式典に参加する。（2019
年7月28日～7月29日予定）

3．台北福鈴RC来日に伴うおもてなしのための企画
を行う。（2019年10月予定）

4．ベトナムダナン病院におけるVTT支援活動を最
終年度として実施する。（2020年1月12日～1月
15日予定）

5．ホノルル国際大会に参加する。（2020年6月6日
～10日予定）

本日のメニュー

・オードブルバリエ
・牛フィレ肉のステーキグリル野菜添え　赤ワインソース
・トマト、アーモンド、メスクランのサラダ、コーヒー、パン



日　時：2019年7月11日（木）　13：40～14：50
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席者：木村・西田・金森・辻（一）・藤本・梅原・村橋・辻（義）・井本・岡本・下岡・北村（薫）・安達・村上　以上14名（敬称略）

2019-2020 年度 第2回　8月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長）

本日は第2回目の理事会ですが、本年度は事業全体
に大きな変更もあります。理事会で忌憚のない意見
交換をして頂き、よりよい方向にもってゆきたいと、思
いますので宜しくおねがいします。

なお安達幹事より「米山奨学特別寄付については、理
事会承認のとおり本年度はやめます。ただ強制では
なく、会員の皆さんの自発的な寄付を、今までのより
レベル以上にして頂ける機運を高める方策を、山本
委員長と協議します。」との報告があった。

【審議事項】

1. 年間行事予定の件
8月21日（水）  にしなり子供食堂支援事業を追加した

　⇒［ 承認 ］

2. にしなり子供食堂支援の件
奉仕活動内容：にしなり子供食堂に通う子供たちを勇

気づけ元気にする奉仕活動。ボーリングと食事をロー

タリアンとともにする。

（1）支援先：NPO法人  西成チャイルド・ケア・センター

（2）ボーリング場：こども達とボーリング大会（玉出ボ

ウル）

（3）食事会：かごの屋岸里店

（4）日時：2019年8月21日（水）10時30分～13時30分

（5）集合時間：10時30分

（6）集合場所：玉出ボウル

大阪市西成区潮路1-7-5

TEL.06-6658-0661

（7）食事場所：かごの屋岸里店

大阪市西成区岸里3-11-12

TEL.06-4398-3211

以上の内容で実施予定。　⇒［ 承認 ］

3. インターアクトの予算の件
インターアクトの予算は従来中之島基金により支出さ

れてきたが、インターアクト事業そのものが継続、恒常

的に実施されてきたので、本年度は一般会計よりの支

出を行う。もとより中之島基金は新規奉仕事業が提案

され、当クラブとして取り組み実行する為の資金であ

り、その都度、理事会及び総会の承認をへて実行され

てきた。しかし今やインターアクトは単発でなく、恒常

化の方向にあるため、本年度インターアクト予算は一

般会計よりの支出とする。

　⇒［ 承認 ］

4. ロータリーデー・フレッシュロータリアン研修交流
会の件
ロータリーデーの基幹講師を、実行委員会として当ク

ラブの戸田会員に決定した。詳細は7月18日に打ち合

わせを行う。

このことは北村（讓）ガバナー補佐が7月24日IM6組

会長・幹事会にて報告。

5. その他

（1）ポリオ撲滅募金箱

昨年度に続き本年度も募金箱を設置する。

　⇒［ 承認 ］

（2）指名委員会の設置について

来年度の人事のこともあり早期に設置する。

（3）社会・青少年奉仕委員会の分離の検討

来月9月度理事会にて審議し決定する。もし決定さ

れれば細則の改正に着手する。

閉会の挨拶（金森会長エレクト）

新しい木村年度となりましたが、皆さんと力をあわせ
て、よりシンプルな、より透明性の高い理事会にして
いただきたい。

ご協力のほどよろしくおねがいします。

【’19年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）
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

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1255

1256

-

1257

1258

5

6

-

7

8

休会①

第1回クラブ協議会

第3回9月度理事会卓話担当：村橋会員

会員増強維持委員会：
藤本委員長

卓話担当：村木会員



ニコニコBOX

木村：悪天候ですが頑張りましょう！ニコニコ
下岡：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：新年度です。ニコニコ
山本：佐々木先輩、ようこそ！
嶽下：ニコニコ
辻（一）：雨が降ってニコニコ
前田：先週度々の欠席のおわび
村上：梅雨らしくなってきました。大雨は困りますが適

度な雨は有難いです。ニコニコ
上山：梅雨本番ですね。
戸田：五大奉仕委員会の発表を楽しみにしています。
栗山：梅雨ですね。申し訳ないですが早退します。
大阪大手前RC 佐々木 宏 様：

国際大会ではお世話になりました。
先日のライブ、梅原さん、杉村さんお世話になり
ました。最愛なる妹をよろしくお願いします。

本日合計 : ￥34,000
累　計 : ￥86,000
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●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 1名
名誉会員数 5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 31名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 88.57 %
6月13日の修正出席率 91.42 %

●メイクアップ
高島 凱夫   6 月12日 大阪西南RC50周年
村橋 義晃   6 月13日 地区R財団委員会
福田 忠博   6 月19日 IM6組会長・幹事会

（六輪会）
上瀬 　匠   6 月19日 IM6組会長・幹事会

（六輪会）
丸山 澄高   6 月19日 IM6組会長・幹事会

（六輪会）
北村 　讓   6 月19日 IM6組会長・幹事会

（六輪会）

【’19年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間）
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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1259

1260

1261

1262

9

10

11

12

臨時総会（事業・決算報告）

卓話担当：西田会員

卓話担当：岡本会員

前年度事業報告：藤本会員
前年度会計報告：嶽下会員
前年度会計監査：下岡会員

卓話担当：佐賀野会員

第4回10月度理事会
指名委員会開催

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/14（土）
　会場：大阪YMC会館

【’19年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
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

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

1263

1264

1265

1266

-

13

14

15

16

-

北村ガバナー補佐訪問日

社会奉仕委員会フォーラム

四宮ガバナー訪問日

創立27周年記念夜例会

休会②

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会社会奉仕委員会：
井本委員長

米山奨学委員会：
山本委員長

地区公共イメージ向上セミナー
　日程：10/12（土）
　会場：大阪YMC会館

●本日のビジター
大阪大手前RC 佐々木 宏 様

ZONE戦略計画セミナー
ZONE戦略計画セミナーが開催されました。

7月12日（金）、RI理事 三木 明様、TRF管理委員 北田  
清治様、RI理事エレクトを含めた第3地域リーダーと
の懇談会。7月13日の会議の打ち合わせを行いました。


