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2019年7月25日
第1254回（本年度 第4回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 8/1 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 : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　第1回クラブ協議会

こんにちは。本日は大阪大手前RCから、山本会長と河野幹事が新年
度の挨拶に来られております。後程よろしくお願いします。

先週の12日に大手前RCに挨拶に行ってきました。その日たまたま体
操の日で、ロータリー体操という名称の体操が行われましたが、高齢
者に優しい体操でした。中之島のラジオ体操、高齢者には少々過酷
ではないでしょうか。

さて、13日には、ホテルグランビア大阪で、2019-20年度RI第3地域



「ロータリー戦略計画推進セミナー」が行われました
ので、それに参加してまいりました。ほぼ丸1日のセミ
ナーで、多くの方が話されましたが、特にお興味を引
いたのは、2700地区の灘谷ガバナーの「不易流行」
－永続と変革― という話でした。

灘谷ガバナーは、永続すべきロータリーの基本理念
（中核的価値など）を、しっかりと踏襲し（これが不易）、
新しい取り組みや理念も積極的に取り入れて変革し
ていく（流行）という話をされました。

この話の中で、大阪の「金剛組」に言及されながら、永
続性の話をされました。

ところで、不易、つまり、永続性の点では、日本は世界
で突出しております。

先ほど述べました「金剛組」は、本社は大阪の四天王
寺にあり、創業は578年で世界最古の企業です。聖徳
太子の依頼により四天王寺を立てた会社であり、神
社仏閣の建築に携わっている会社です。聖徳太子が
上記依頼をした理由は、蘇我物部戦争の際、聖徳太
子が四天王に勝利を祈願したところ、上記戦争に勝
利したためです。

世界最古の旅館も日本にあり、石川県にある「法師」
という温泉旅館で、創業718年です。ちなみに創業
1,000年を超える会社は日本に7社あるそうです。

ヨーロッパで一番古い会社は、イタリアのガラス品
メーカーで、1295年設立です。創業200年を超える長
寿会社は、ドイツで837社、オランダで222社であるの
に対し、日本は3,146社で世界1です。なお、中国最古
の企業は、漢方薬の同仁堂で1669年創業です。韓国
では100年以上続いている会社は1社もないそうです。

ちなみに、有名な日本の老舗企業を列挙すれば、株
式会社虎屋（1530年創業）月桂冠株式会社（1637
年創業）、ヤマサ醤油株式会社（1637年創業）、株式
会社赤福（1701年創業）だそうです。

■本日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、よろしくお願い致します。

　尚、本日は18時30分より太閤園淀川亭におきまし
て、直前会長・幹事、そして福田ガバナー補佐の慰
労会を開催致します。

■次週の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。

■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。
　北村ガバナー補佐と井本委員長が出席される予
定です。

■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）は村橋会員の卓話です。

■8月15日（木）の例会は休会です。

■お盆明けの8月21日（水）は、社会青少年奉仕委員
会の今年度最初の奉仕事業「にしなり子供食堂の
支援」で、昨年同様約25名～30名の子供達をボウ
リングと食事に招待致します。

　10時半に玉出ボウルに集合、その後近くの「かご
の屋」にて昼食、13時半頃の解散を予定しており
ます。

2019-20年度第1253回（第3回例会）
幹事報告 (7/18)

幹事  安達 昌弘

大阪大手前ＲＣより山本 依津子会長と
河野 裕一幹事がお見えになりました。



クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム報告

クラブ奉仕委員長　辻 一夫

今回のフォーラムでは、ロータリー活動の中心をなす
例会の在り方について、検討して頂きました。

検討のアプローチは、

　①例会の毎週開催の是非

　②例会を60分とすることの是非

　③一堂に会するスタイルの例会の是非

について議論して頂くことでした。

結果については、今まで通りのスタイルで実施するこ
とがベストであるとのこととなりました。

なお、詳細については、各テーブルごとに以下の通り
報告致します。

テーブルディスカッション（Bテーブル）

私どものテーブルの討議の結果を
発表致します。

1．月2回の例会にすること
今までどおり、月4回（毎週1回）
の例会の開催で良いと考える。
月2回の例会では、奉仕活動や
ミーティングに支障が生じてしまう。
また、月2回の例会では、1回欠席してしまうと、次に出
席するのは、1か月後ということにもなりかねない。月
4回の例会が開かれているからこそ、会員は親睦を深
め、仲間意識を強化し、信頼関係を築くことができる。
それこそが、ロータリーのステータスであり、ロータ
リーの良さである。

2．細切れ出席を認める
反対である。
出席する時間が60％（36分）である理由を考えると、
例会が開始してから卓話が始まる時間である。

テーブルディスカッション（Aテーブル）

（1）月2回の例会について
7名全員が月4回の現状でよい
との意見でした。中には月5回
目の週は休みにしてもよいの
ではとの提案があったが、年4
回の休会は決まっているので、
結果的に月4回となっている。
例会は月単位ではなく週単位である。週1回ぐらい

のペースで顔をあわせてこそ親睦も深まるのである
から、現行のままでよい。

（2）細切れ出席を認める
例会は1時間が原則である。前半だけいて、後半の
卓話を聞かずに早退することがあるがおかしい。仕
事や所要があり、仮に早退としても出席であるとい
う以上、60％以上の時間の滞在が必要である事は
認識すべし。ただ細切れ出席はおかしい。

（3）分割例会について
たしかに例会は会員の3分の1以上の出席で成立す
るが、だからといって分割例会する必要はない。
例会は全体で集まることで親睦もふかまり友情も芽
生える場である。この共通の場があるから、共に奉
仕活動にも協力できる。だから、分割例会など議論
の余地はない。



テーブルディスカッション（Cテーブル）

①毎週出るのが普通になっている。4回でも2回でも特
に問題なし
　4回で問題なし・・・・3名
　2回でよい・・・・3名

テーブルディスカッション（Dテーブル）

例会を減らすと例会開催日にどう
しても参加できない場合、長期間
参加できなくなる可能性が生じる。

毎週顔を合わせる事によって仲間
意識も生まれるが例会が少なくな
るとその意識も希薄になる。

例会が毎週開催され、参加できると言う事は身体が健
康・会社も健康・国も町も平穏である事の裏返しであり
そういった全ての事象に対し感謝の気持ちを持てるよう
になる。

他の2項目についても事務が非常に煩雑になる事や前
述のような観点から否定的であります。

本日のメニュー
小　鉢 白身魚南蛮漬黄身酢掛け　玉葱
 ピーマン二色（青 赤）　チャービル
造　り 炙り帆立　鮪　あしらい
八　寸 小付　鴨白和え　磯辺玉子　焼魚
 茄子田楽　海老パン　万願寺
 はじかみ
炊　合 湯葉豆腐　ヤングコーン　小芋
 かえで麩　蟹白扇
揚　物  鱧鳴門揚　南京　青唐
食　事 白ご飯　香の物
留　椀 赤だし

卓話の途中で退席することは、卓話者に失礼であるか
ら、60％（36分）となっているのではないかと考える。
60％（63分）という条件を確実にクリアするために、例
会を40分、卓話を20分とすることも検討してみたが、
卓話が20分では足りないので、困難であろうと考える。
卓話者との関係で考えるべきことであるから、時間を
細切れにすれば良いというものではないと考える。

3．分割例会（10人程度）
反対である。
出席者数が少なくなっては、会員の親睦、仲間意識の
強化、信頼関係の構築を妨げることになる。

私（小林）の感想としては、例会の卓話を通じて、様々な
業種の方のお話を伺うことは非常に勉強になっており、
例会の意義を感じております。

また、毎週1回必ず、例会があるということは、そのことを
前提に自分のスケジュールを考えないといけないので、
毎週必ず自分のスケジュールを確認し、調整するきっか
けになっています。そのようなメリットもあることから、現
行の例会の方法で問題はないと考えております。

②細切れ出席は認めない
現状でよい

③例会は昼食に来るだけでも良い
食事をしながら歓談するだけで
も良いが、もう少しゆっくり食事
の時間が欲しい。
中之島が何をやっているのか、何をやろうとしている
のか共有できればそれでよい。
ラフなスタイルでも良いのでは・・・



西田直前会長、藤本直前幹事、福田直前ガバナー補佐 慰労会
7月18日（木）18：30より太閤園淀川亭において、西田直前会長、藤本直前幹事および福田直前ガバナー補佐
の慰労会が行われました。1年間ご苦労様でした。本当にありがとうございました。



クラブインターアクト担当　檜皮 悦子インターアクト海外研修オリエンテーション

2019年度8月2日から8月6日にかけバンコクで実施
されます、インターアクト海外研修のオリエンテー
ションが、高槻中学校、高等学校コアコピアホールに

て開催されました。

四宮ガバナー、簡ガバナーエレクトにご臨席していた
だきガバナーより「異国の地で実り多い成果をもたら
してほしい。また、この素晴らしい機会を活かしてほ
しい」と、お言葉を頂きました。

今回の参加者は、インターアクト114名、ロータリアン
46名、看護師2名の参加です。

大阪中之島ロータリクラブから藤本会員、檜皮が同
伴させていただきます。

開明高校一年生 河本君が9月5日に今回の海外研修
報告をされます。



RI第3地域ロータリーコーディネーター　パストガバナー　高島 凱夫
「RI第3地域戦略計画推進セミナー」の報告

今年度から「RI第3ゾーン・・・」から「RI第3地域・・・」
にセミナー名が変更され、7月13日（土）、グランビア
ホテル大阪にて開催されました。大阪中之島RCから
は、北村 讓ガバナー補佐、木村 眞敏会長が出席され
ました。

ご存知のように“地域”は世界で41、“ゾーン”は34が
ありますが“ゾーン”はある特定の時に使用され、今回
の様なセミナーの場合は“地域”を使うことになります。

「地域戦略計画セミナー」は地域内のRC（ロータリー
コーディネーター）、RPIC（ロータリー公共イメージ
コーディネーター）、RRFC（ロータリー財団地域コー
ディネーター）が毎年交代で世話役を務め開催され
ます。2018～19年度は、横山PDGが直前RPICとして
主宰され2年続きの大阪での開催となりました。

三木 明RI理事、北 清治財団管理委員、辰野 克彦RI
理事エレクト、第3地域内11名の地区ガバナー、田村 
泰三RRFC、山下 皓三RPIC、松本 祐二EPNRC、佐藤 

芳郎E/EMGAが講演者となりそれぞれの分野での今
年度の戦略計画、現況報告、問題点などを報告致し
ました。

基調講演者 本田 博己氏（D2840PDG、2018年RI研
修リーダー）には、氏が2840地区内で行った会員増
強に対する意識調査結果をお話戴き、それに沿った
会員増強、クラブビジョンの重要性について説いて
戴きました。

11地区ガバナーの「今年度の地区戦略計画・ビジョ
ン・運営方針・スローガン」などの発表は、各ガバナー
の個性が大いに発揮され、また他地区の方針・現状
を知るのに大いに有意義な時間でありました。ガバ
ナーのユーモアのある発表に場内も大いに盛り上が
りました。

今回は第2660地区がホスト地区ということで、四宮 
孝郎DG、井上 暎夫、若林 紀男、横山 守雄、泉 博朗、
松本 進也、片山 勉（ARPIC）各PDG、山本 博史直前
ガバナー、簡 仁一DGE、溝畑 正信ARRFC、ガバナー
補佐5名、吉田 政雄次年度代表幹事、ガバナー補佐
エレクト5名、藤井 眞澄地区クラブ奉仕・拡大増強委
員長、樋口 信治地区公共イメージ向上委員長、地区
内クラブ会長・パスト会長20名、総勢44名のご出席
を戴きました。

また、四宮DGのご厚意で地区幹事団、ガバナー事務
所職員にも準備段階、当日会場設営のお手伝いをし
て戴き、セミナーが滞りなく終了することが出来ました。

2020～21年度はRRFCが担当され、2020年7月25
日（土）グランビアホテル広島で開催される予定です。



ニコニコBOX

木村：辻一夫さん、本日はよろしくお願いします。

辻（一）：本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：最愛なる山本会長、河野幹事をよろしくお願い
します。
辻さん、卓話楽しみです。

前田：最近身近な人が亡くなり、淋しいです。

村上：本日のクラブ奉仕フォーラム、辻一夫委員長楽
しみにしています。

西田：本日のクラブフォーラム、辻一夫委員長よろしく
お願いします。ニコニコ

戸田：蒸し暑いですね。

杉村：暑くなってきましたね。ご自愛下さい。

大阪大手前RC　山本 依津子 様・河野 裕一 様：
本日は宜しくお願いいたします。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥121,000
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●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 3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 25名 外国ゲスト 1名
欠席者 10名

出席率 71.42 %
6月20日の修正出席率 88.57 %

●メイクアップ
高島 凱夫   7 月  7 日 米山新規奨学生歓迎会

●本日のゲスト
米山奨学生 劉　 文婷 様

●本日のビジター
大阪南RC 米田 幹郎 様
大阪大手前RC 山本 依津子 様
 河野 裕一 様

米山奨学生 米山奨学生  劉 文婷（リュウ ウェンティン）

皆様 こんにちは。いつもお世話になっております。

近況を報告させていただきます。

先々週、米山総会が行われて、私は今年の新規奨学
生として参加させていただきました。木村会長・西田
さん・山本さんもご一緒にご出席くださいまして、誠に
ありがとうございました。

この活動を通して、ロータリアンや学友や奨学生、皆
さんは家族のような深い絆が存在していることを実
感しました。

私は奨学生になってから、僅か3ヵ月あまり経ちまし
たけど、大阪中之島の皆様や学友の先輩たちにいつ
もあたたかく支えていただいております。異なる文化
の生活を送っている留学生の私にとって、ありがたく
存じております。

そして、学友の先輩たちがなぜロータリーに対して
そのような強い求心力を抱いているのか、よくわか
りました。

米山奨学生に採用され、大阪中之島に所属すること
ができて、感謝の気持ちを言葉では言い尽くせない
です。

皆様、これからも何卒よろしくお願いいたします。


