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2019年8月1日
第1255回（本年度 第5回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話

第1回クラブ協議会

次回 8/8 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話
村橋 義晃 会員

明日の26日から30日まで、
モンゴルに行ってきます。第2回世界米山
学友による大会に参列し、
ドクターカーの寄贈式に参加します。内容
については、帰宅後に報告させていただきます。
我々の行く予定地は、いわゆる、外モンゴルで、かつては、
モンゴル人
民共和国という社会主義国であり、世界で2番目に社会主義になった
国です
（1番目はもちろんソ連です）
。
首都のウランバートルは
「赤い英

上記独立後、中国は満州族の固有の領土である満州
の地も中国の領土と主張しだしたのですが、満州は
万里の長城外の土地であり、中国（漢民族）の領土で
あったことは一度もないのです。
又、彼らは、辛亥革命という独立戦争に勝ったのだか
ら、清の固有の領土である満州も中国（漢民族）の領
土であると主張するのですが、それはあたかも、
アメ
リカがイギリスとの独立戦争に勝ったから、
イギリス
本土もアメリカの領土であると主張しているに等しい
のであります。
いずれにしましましても、満州の地は満州族の土地
であるので、彼らはその地に帰って住む権利がある
雄」
という意味で、
社会主義国らしいネーミングです。

のです。現に、彼らは、
日本の助けを得て、満州国を建

その後、1992年に民主化し、モンゴル国という自由

国し、満州族は満州に帰ってその地に住みました。

主義国が誕生しました。同国の南側にゴビ砂漠があ

ところが、戦後、中国は満州を侵略し、満州の地から

りますが、同砂漠を挟んで南側は内モンゴルで、現在

満州人を追い出して、満州を自国の土地（東北地区）

は中国の一部に編入されており、内蒙古自治区とい

としてしました。現在、満州族はほぼ消滅してしまい、

う名称で呼ばれています。上記名称にもかかわらず、

そのごく一部が外モンゴルに移住したのです。

漢民族が9割近く占めており、いずれここのモンゴル

このままでは、中国の民族浄化作戦により、内モンゴ

民族は消滅する可能性があります。

ル族、
ウイグル族、
チベット族も消滅してしまうのでは

数年前、当ロータリーに、外モンゴルからの米山奨学

ないでしょうか。

生が卓話に見えられたことがありました。私は、彼女
と同じテーブルだったので、いろいろの話をさせても
らいました。彼女は、満州族（女真族）
であること、中

幹事報告 (7/25)
2019-20年度第1254回（第4回例会）

幹事 安達 昌弘

国（共産党）から満州を追い出されて外モンゴルに来
たことなど話されましたが、
その際、
自分の名前を、愛
新覚羅云々といわれましたので、私が「溥儀の関係者
ですか」
と尋ねたところ、
「その子孫だ」
とのことでした。
「溥儀！」皆さんご存知ですね。あの、ラストエンペ
ラーの溥儀です。
彼は、清帝国の最後の皇帝であり、日本が援助して
作った満州帝国の最初の皇帝でした。
ところで、清朝は、1636年、満州族（女真族）が、満州
の地（現在の東北地区と内モンゴルの東部の一部）

■本日は、
各小委員会の委員長の活動方針の発表です。

から万里の長城を超えて、北京にやってきて作った

各小委員長の方よろしくお願い致します。

政権で、漢民族を支配しました。

ただ、次週もクラブ協議会で同じような内容のこと

そして、1911年、孫文が辛亥革命を起こし、清朝を打

を発表して頂くことになると思いますが、納得して

倒し、漢民族の国、中華民国を建国しました。

頂きよろしくお願いします。

彼らは、辛亥「革命」
と言っていますが、実は漢民族の

■明日からドクターカー寄贈の為、台北の3クラブ、大

満州族からの独立戦争なのです。現にスローガンは

阪の3クラブでモンゴル訪問です。何卒よろしくお

「滅満興漢」
となっています。

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

■8月22日（木）は会員増強維持委員会のクラブ

きまして、新社会青少年奉仕委員会、国際奉仕委

フォーラムです。藤本委員長、実のあるフォーラム

員会の合同委員長会議です。

をよろしくお願いします。

北村ガバナー補佐と井本委員長が出席される予
定です。

■今月初めにお配りしました年次計画書とロスター
に間違いが判明しましたので

■次週の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

本日お渡ししてお

ります。訂正シールを持ち帰って頂き、処理の方を
お願い致します。
・年次計画書の16ページ

ラブの様子をわかってもらう為です。

北村薫さんの名前部分 →1枚

■8月8日
（木）
は村橋会員の卓話です。

・ロスターの20ページ

■8月15日
（木）
の例会は休会です。

早瀬さんの住所 →2枚

■今年度の三世代社会奉仕事業は大阪天満橋RCを

■お盆明けの8月21日
（水）
は、社会青少年奉仕委員

ホストクラブとして進められております。今年度は

会の今年度最初の奉仕事業「にしなり子供食堂の

「大阪市立児童院・聖家族の家」
の子供たちを琵琶

支援」
で、昨年同様約25名〜30名の子供達をボウ

湖周遊の船に乗せるというものです。
→船内で昼食。

リングと食事に招待致します。

10月12日
（土）午前9時30分 ヒルトンホテルをバ

10時半に玉出ボウルに集合、
その後近くの
「かごの

スで出発。
子供達は、
施設から別のバスで目的地へ。

屋」
にて昼食、
13時半頃の解散を予定しております。

尚、
この奉仕事業の発表は11月7日の三世代合同
例会の際に行う。

各小委員会活動報告

会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、親睦活動小委員会、
会員研修小委員会、SAA、会計
例会運営小委員会

委員長 金森 市造

会員諸兄におかれましては、2019-2020年度年次計
画書51ページに記載されている
「クラブ細則」第11
条第1節2）例会運営小委員会」の項目に当クラブに
おける活動内容が詳細に記載されていますので、今
一度各項目を確認して頂き毎週の例会に出席のほ
どよろしくお願い致します。

会員増強・維持小委員会

委員長 藤本 淳司

今年度の会員数は40名を目標にしております。
また、
クラブ戦略計画委員会で本年度は創立27周年
例会運営小委員会は、文字通りクラブ例会運営の基
礎となる
「ソング」
・
「会報」
・｢出席｣・
「プログラム」を
担当させて戴く部署でありますので、会員諸兄が毎
週楽しく例会場に足を運んで戴けるように各担当委
員が趣向を凝らしてこの1年間委員会活動をさせて
戴きます。

を迎えますが創立30周年には会員数50名を達成し
ようと目標に掲げておりますので会員の皆様にはそ
の事を念頭に会員増強にご協力頂きますよう宜しく
お願い申し上げます。
前年度に7名の新入会員にご入会頂き、現在5名に1
人が前年度にご入会頂いた会員となり、今年度も5
名の増員を目指しており、入会歴の浅い会員の割合

ロータリーを理解していくことに役立ったとのご意見
も頂きました。
今年度も以下の活動方針、計画に基づいて委員会活
動を進めて参ります。
【活動方針】
新入会員が、
ロータリーの正しい知識を身に付け
ることが、
ロータリー活動の意義を理解することに
繋がるものと考え、入会後の研修と意見交換の機
会を通じて、基礎知識の理解と会員相互の交流を
深める。
【活動計画】
1．新入会員を対象に入会後の研修を実施する。
・ロータリーの知っておくべき基礎知識ついて
・国際ロータリー、地区、
クラブの運営について

が多くなります。
入会歴の浅い会員に大阪中之島RCの活動をよりご
理解頂く為、
コミュニケーションを密に取り、様々なク
ラブの活動情報を提供し、奉仕活動等の事業に多く
の新入会員にご参加頂けるように活動して参ります。

2．新入会員と入会歴5年未満の会員、会員研修小
委員会等との意見交換会を開催し、研修内容の
理解を深め、相互理解を深める機会とする。

その結果、大阪中之島RCの活動への理解と会員同

親睦活動小委員会

士の親睦を深めて頂く事で退会の防止に繋げる事が

今年度の親睦委員会は11名の委員会メンバーで活

出来ればと考えております。

動していきます。

会員増強については、会員の皆様の人脈によるとこ

クラブの活性化や充実した奉仕事業を行うためには、

ろが大きく、常日頃から、会員の皆様に会員増強の意

クラブ内の円滑なコミュニケーションがとても重要だ

識を持って頂けるように活動して参ります。

と思います。委員会活動を通じて会員だけでなくご家

委員長 梅原 一樹

族の皆様と共に明るく楽しいクラブの雰囲気を作り、

会員研修小委員会

委員長 村橋 義晃

前年度は、7名の新入会員の方々にロータリーの基
礎知識や地区とクラブの活動の概要について、1時
間の研修を3回行い、参加頂いた新入会員各位から

会員相互の親睦・交友・信頼を深めることにより中之
島ロータリークラブの結束がより強固なものになるよ
うな活動を目指したいと考えています。
クラブの親睦行事においては、
ご参加の皆様全員が

に忠実に、会員にとって居心地の良い時間と空間
を共有できるように心 掛けてまいります。
＜活動計画＞
（1）全SAA委員が司会やニコニコの発表を通して、
会員と共に成長し親睦を深められるようにする。
（2）司会以外のSAA委員は、例会開始前に着席を
促すように心掛ける。
（3）会員の自発的な行動を促すよう呼びかける。
（4）毎月第2例会日、
ラジオ体操を行う。
楽しめるよう、
またご自身も楽しんでいただきクラブ全
体としての親睦が深まる活動ができればと思います。

会計

委員長 北村 薫

活動計画としては上半期が、
10月24日
（木）創立27周年記念夜例会
12月19日
（木）クリスマス家族会（太閤園 桜苑）
下半期が
1月30日
（木）上半期新入会員歓迎会
3月26日
（木）太閤園3RC合同懇親会
6月25日
（木）下半期新入会員歓迎会
となっております。
春の家族会については出来れば開催したいと思って
おりますが、他の事業との兼ね合いで可能であれば

皆さんこんにちは
前年にひき続き会計を承りました北村です、
よろしく

検討していきます。
委員会メンバー全員で楽しく活動していきたく思い
ます。
ご協力をよろしくお願い致します。

お願いいたします。
只今、2018-2019年度収支報告書を作成していて
思うことですが、大変煩雑で1年分の事業等の収支の

SAA

担当 岡本 啓吾

整合性チェックして試算表を作成しなければなりま
せん。
嶽下会員に協力をお願いして作成中ですが、今年度
から各委員会の事業に関して基本は事業計画書、事
業予算書、事業結果報告書を各事業終了毎に提出し
て下さい。
今年度含め今後会計を円滑に進めるためご協力を
お願いします。
よろしくお願いいたします。

＜活動方針＞
木村会長の方針に沿った例運営を目指して基本
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ニコニコBOX

木村：明日からモンゴルです。
下岡：明日からモンゴルに行ってきます。
吉田：ニコニコ
嶽下：ニコニコ
北村（讓）
：昨日、IM6組会長・幹事会（六輪会）無事開
催いたしました。
前田：今日は天神祭りです。夕方より会社で花火を見
ながら食事会です。
村上：いよいよ夏本番です。
上山：梅雨が明けましたね。
植屋：今日は早帰りです。宜しくお願い致します。
西田：いよいよ梅雨明けですね。ニコニコ

tulations!
Congra

戸田：明日からモンゴル支援、頑張って下さい。
下岡さん地味なワイシャツ、有難うございます。
慰労会の残金

本日合計 : ￥32,000
累

●出席報告

早瀬会員が米山奨学委員会より「第30回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

8月のお祝い
Congratulations!
●誕生日

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥153,000

35名
5名
0名
26名
9名

出席率
7月4日の修正出席率

●メイクアップ
前田 隆司
佐賀野 雅行
辻 一夫

7 月18日
7 月18日
7 月18日

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
74.28 %
100 %

直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会

杉村 雅之 ［4日］
辻

本日のメニュー

一夫 ［7日］

梅原 一樹 ［8日］
金森 市造 ［31日］

●事業所設立記念
安達 昌弘

株式会社三起［昭和45年］

嶽下 勇治

嶽下勇治税理士事務所［平成17年］

辻

一夫

辻一夫税理士事務所［平成19年］

丸山 澄高

丸山澄高税理士事務所［平成28年］

村木 博行 （株）ベストプランコム京都支社［平成30年］

●結婚記念日
村木 博行 ［ 4 日］

ライトミール
ちらし寿司 とうもろこし豆腐

0名
0名
0名
0名

赤出汁 コーヒー

