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2019年8月8日
第1256回（本年度 第6回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 日本刀から学ぶもの
村橋 義晃 会員
※次週、
8月15日
（木）
の例会は休会日です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 8/22 のお知らせ
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 会員増強維持委員会卓話
藤本 淳司 委員長

今日は。先週の26日から30日まで、
モンゴルに行ってきました。
27日は、
ウランバートル市内のホテルで行われた米山学友による第
二回世界大会に
「絆 in モンゴル」
に参加してきました。
参加人数が600人余りで、第1回目の熊本の参加人数400人余りを
大きく上回り、活気に満ちていました。

多くの参加者がスピーチされましたが、
モンゴルの外
務大臣以外のスピーチは全部日本語でした。上記学
友会は日本への留学経験者も集まりなので、当然な
のですが、
スピーチの内容や挨拶の仕方まで日本的
であったことが非常に嬉しかったです。彼らは、日本
留学を通じて、学校で習う専門的知識だけでなく、
日
本の伝統、文化を身に付けているのです。
28日は救急車の寄贈式に行ってきました。台湾の三
世代RC（台北陽明、台北百齢、台北福齢）
と日本の三
世代RC（大阪天満、大阪大手前、大阪中之島）
の共同
提唱でグローバル補助金を活用して、モンゴルに救
急車を寄贈するプロジェクトが実現し、
その寄贈式に

■8月15日
（木）
の例会は休会です。

参加したのです。

■お盆休み明けの8月21日
（水）
は、社会青少年奉仕

寄贈式は、
ウランバートルから140キロ北にあるマン
トレ・サム病院で行われますので、当日7時からバス
（所要時間4時間）
で同地に向かったのですが、折り
悪く10日間続いていた雨の為、道路事情が悪化し、
出発後3時間ぐらいの地点から前に進むことができ
なくなりました。
そこで、1時間ぐらい引き返した地点にある飲食店に、
病院側の関係者に来てもらって寄贈式を行うことに
なり、同地で、先ほど述べました6RC、
ウランバートル
のRCと病院側の関係者、病院のあるスレンジ州の役

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。
■8月22日（木）は会員増強維持委員会のクラブ
フォーラムです。
藤本委員長、実のあるフォーラムをよろしくお願い
します。

人の方々とで贈呈式を行いました。

■8月29日
（木）
の卓話は村木会員の担当です。

その後、懇親会が行われ、台湾の3クラブ、
日本の3ク

■上半期の会費未納の方、
お忘れの方が数名居られ

ラブ、
ウランバートルのRC間で親交を深めることがで

ます。

きました。

会費の納入もロータリアンの義務ですので、
よろし

今回は、大きなアクシデントに見舞われましたが、結

くお願いします。

果的には、予定していたすべてのセレモニーを完結
することができました。やれやれです。

本日のメニュー

幹事報告 (8/1)
2019-20年度第1255回（第5回例会）

幹事 安達 昌弘

■本日は、卓話の時間に本年度の第1回クラブ協議
会を開催致します。
全員参加で、活発な協議会にしたいと思います。
ただ、先週に各小委員会の委員長の方針発表があ
りましたので、その内容は週報に掲載されている
通りです。
今週も同じ内容の話ばかりを聞いても時間の無駄
ですので、
その中での問題点数点に照準を合わせ、
協議が出来たらと思います。
■8月8日
（木）
は村橋会員の卓話です。
よろしくお願い致します。

・オードブルバリエ
生ハムマンゴー 鴨スモーク イベリコ豚のテリーヌ
・舌平目のクッション 帆立とズッキーニ 彩り野菜
ソースクリュスタッセとヴァンブランソース
・トマトとオイルサーディンのサラダ、
コーヒー、
パン

第1回 クラブ協議会（2019-2020年度）
日 時：2019年8月1日
（木） 13：00〜13：30
場 所：太閤園 2F サファイヤルーム
出席者：全出席会員
開会の挨拶

木村会長

（1）にしなり子供食堂への支援

本日からクラブ協議会は、従来例会終了後の時間に

8月21日
（水）10時30分集合

行われていたのを改めて、
これから例会の卓話の時

尚、委員会の方は10時集合となります。

間に開催します。
これは新しい試みです。従来協議会

玉出ボウルにて、子供たちとボーリングをして、

は例会後で参加者が少ないのが現状です。その現状

その後かごの屋にて食事をともにする奉仕活

を改革し、例会の卓話の時間に行うことで、
もっと多く

動です。現在参加者は18名です。

の会員に参加してもらえる開かれた協議会にしてゆ
きます。そして広く会員皆さんの声を聞くことで、理事
会の運営にも反映させてゆきます。
本日はよろしくお願いします。

司会進行

安達幹事

（2）奈良柳生の成美学寮への継続支援
12月7日
（土）に予定しています。
（3）エイズ啓発ジャズコンサートは今年度も継続
支援
（4）
インターアクト開明中・高校への共同支援の継続

本日の協議会は全委員会報告ではなく、
クラブ奉仕、

大阪東ロータリーとの共同提唱による共同支

職業奉仕、社会・青少年奉仕、国際奉仕のロータリー

援を行う。

4大奉仕委員会の委員長に報告をおねがいします。
それ以外の委員会には後で質疑をおこないます。

【協議事項】
1. クラブ奉仕委員会
クラブ奉仕委員会の役割は4つの小委員会の監督
と調整であります。各委員会で起こりうる問題を事
前に調整することにより、大きな紛争にならぬよう
に、調整してゆきます。
各委員長は能力、見識もある方々なので、
これらの
方々の足をひっぱらぬように心がけてゆきます。
2. 職業奉仕委員会
ロータリーは職業倫理の学び、一人一人の職業を

（5）三世代クラブ合同奉仕事業
天満橋ロータリーとの共同支援事業
以上たくさんの事業ですが、
しっかり行ってゆきた
いと思いますのでよろしくお願いします。
4. 国際奉仕委員会
活動方針
国際奉仕活動を通して親善と平和を推進してゆ
くという従来からの方針を継続してゆきます。
活動計画
（1）
モンゴルで開催された
「絆 in モンゴル」
（米
山ファミリーの集い）に参加
7月27〜28日

通じて社会に如何に奉仕するかという職業奉仕を

（2）台北福齢ロータリーとの共同でモンゴルへ

重点に
「i serve」
（私は奉仕する）
を理念している。

のドクターカー寄贈の為の式典に参加

ライオンズクラブのように
「we serve」
（我々は奉仕

7月28〜29日

する）
ではなく、
ロータリークラブは「i serve」が基本
で、会員一人一人が奉仕活動の単位であります。
今年は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等を行います。
3. 社会青少年奉仕委員会
本年度は選択と集中の観点により、従来の事業領
域を見直し、事業を遂行してゆきたいと思います。

（3）台北福齢ロータリー来日に伴うおもてなし
企画？
10月予定
（4）ベトナムダナン病院におけるVTT支援活動
を最終年度とする。
（5）
ホノルル国際大会に参加する。
2020年6月6日〜10日

高島会員より提案

米山奨学生

米山奨学生 劉 文婷（リュウ ウェンティン）

ベトナムダナン病院へのVTT支援活動は今年度
で終了しますが、モンゴルの病院事情を調査し、
ベトナムに続く国際支援事業として大阪中之島
ロータリークラブの次期支援事業として検討を
してはどうかという提案がありました。
5. 安達幹事より各委員会に関する質問があり
（1）会計
これから各事業終了時に事業完了報告書を提
出する。
この件で賛否を問うと賛成多数で承認
された。
（2）SAA
ラジオ体操にかわる体操が提案されていない
ので、今後どうするか？
→ 賛成多数で現状のラジオ体操を承認
（3）例会小委員会
例会の会員のメーキャップを含めた出席率
100％をめざすのに如何なる手段があるか？
→ 60歳以下、入会5年未満の会員に参加して
もらいたい。単に集まって飲むだけでは、単
なる飲み会と変わらないので、例えば「米山
奨学」についてとか、
「運営の仕方」につい

皆様、
こんにちは。
お世話になり誠にありがとうございます。
元々毎月の第三週の例会に参加させていただくこと
が決まっていますが、今月夏休みで一旦帰国する予
定がございますので、かわりに第一週の例会に変更
させていただきありがとうございます。
次の帰国は、久しぶりに親族や友達に会うだけでは
なく、論文のための資料調査も行います。
今回、主に明治36から昭和12年まで日本語で発行さ
れていた台南新報という新聞を中心に資料収集する

てとかを、
テーマを決めた飲み会を活用し

つもりです。

たい。IH会ももっと活用したい。

親族や親友の皆に会えることを楽しみにしている一

閉会の挨拶

金森会長エレクト

今日は安達幹事の司会で新しい試みの第1回クラ
ブ協議会が行われました。皆さんお疲れさまでした。
メーキャップを含む例会100％出席率をめざして
いるので、
メーキャップ対象をもっと事前に皆さん

方で、台湾の蒸し暑い天気と膨大な資料を思うと、今
ドキドキしております。
最近日本も暑くなってきましたので、皆様どうぞお体
にお気をつけてお過ごしください。
以上で近況報告を終わります。

に伝える方がよいと思う。
これからも前向きのことをどんどん理事会に提案
し、理事会は決定して、早く皆さんにお伝えしてもら

tulations!
Congra

いたい。
今日は貴重なご意見有り難うございました。

高島会員が米山奨学委員会より
「第13回米山功労者」の表彰を受けました。

第2回世界米山大会及びドクターカー寄贈式に参加して
1．
モンゴル事情について
モンゴルは、荒っぽく言えば、近代と前近代が混在
している国という印象を受けました。首都ウラン

会長 木村 眞敏

ほとんどは、外国語によるスピーチだと観念してい
ましたところ、モンゴルの外務大臣以外は日本語
によるスピーチでした。
日本留学生の集まりですか

バートルは、高層建築を含め多くのビルが立ち並

ら当然なのですが。

び建築中のビルも目立ちました。

彼らは、
日本に留学することによって、
その専門分野

多くの車が道路を占有し、
そのほとんどはトヨタの

を勉強するだけでなく、
日本語学習や日本の生活

車でした。環境上の理由から政府が推薦している

等々を通じて日本の伝統文化を学んでいるのです。

ということでした。

いずれ、彼らは、それぞれの国の重要な位置を占

町には、現代風のファッションをした女性が闊歩し

めるようになる可能性が高く、その彼らが、
日本の

ており、意外に美人が多くいました。
一方、
ウランバートルを出ると、いきなり草原や高
原が広がり、いくら車で走っても、同じ光景が永遠
と続くという印象でした。

文化伝統を吸収してディープな親日家になること
は、心強い限りといわねばなりません。
3．7月28日は、
ウランバートルから北180キロの地点
（バスの所要時間4時間）にあるマントレ・サム病

草原には、馬、羊、ヤギ、牛等が放し飼いで飼われ

院でドクターカーの寄贈式が行われる予定でした。

ており
（いわゆる遊牧）、
ところどころに、
ゲルが散

上記事業は、台湾の台北福齢RC等三世代のRCと

在しており、のどかな遊牧生活の光景が見に入っ
てきます。

日本の三世代のRCが共同提唱して、
グローバル補
助金を活用して、
モンゴルにドクターカーを寄贈す

ゲルの中に入らせてもらいましたところ、モンゴル

るプロジェクトです。

服に身を包んだ女性が、接客してくれて、馬乳酒や

当日、7時からバスでマントレ・サム病院に向かっ

チーズを振舞ってくれましたが、口をつけた方は
わずかでした。

たのですが、折り悪く10日間続いていた雨の為、
道路事情が悪化し、出発後3時間進んだ地点から

モンゴルは、上記の如く、
ウランバートルと郊外の

前進できなくなりました。

格差が著しく、将来、両者のバランスをどうとって

そこで、病院側と協議した結果、病院側が救急車

いくのか、
気になりました。
2．
モンゴル学友世界大会について
7月27日に、
ウランバートル市内のホテルで米山
学友による第二回世界大会「絆 in モンゴル」に参
加しました。

等でこちらに向かう、一方、当方は上記停車時点か
ら1時間ぐらい戻った地点のゲルの形状の飲食店
に向かい、同所で病院側と合流して寄贈式を行う
ということで合意に達しました。
結果、上記同地で病院側と出会うことができ、無事、
贈呈式を行うことができました。

２０１９〜２０２０年度インターアクトバンコク海外研修を終えて

クラブインターアクト担当 檜皮 悦子

2019〜20年度インターアクト海外研修は国際ロー

身大変興味がありました。
でも時間の必要性もなく瞬

タリー3350地区（タイ：バンコク）
とのインターアクト

く間にお互い打ち解け合い、午後からの合同奉仕事

海外研修プログラムは、4泊5日：8月2日〜6日の日程

業、植樹、草抜き、川掃除と汗を流しておりました。

で実施され、
クラブから地区インターアクト委員：藤

“Rotary connected the world”（ロータリーは世界を

本会員とクラブインターアクト担当：檜皮が参加いた
しました。
2日早朝より結団式が執り行われ四宮ガバナー、簡ガ
バナーエレクトにお見送り頂き、大阪中之島ロータ
リークラブがお世話しております、開明中学・高校計5
名の生徒と共に総勢160名が「ほほえみの国」
タイ・
バンコクに出発しました。
式典はバンピカ高校にて開催され3350地区のガバ
ナー、パストガバナー、
ガバナー補佐にもご参加頂き
盛大な式典が実施されました。言葉、風習が違う異
国：バンコクでの同世代のインターアクトたちがどの
様にお互いの文化を受け入れ、順応していくか、私自

つなぐ）
2660地区インターアクト114名は見事に両国間の国
際親善大使を務めお互いの違いを超え意義ある形
で絆を深めました。彼らのこの素晴らしい経験が将
来の糧になる事を願い、
またIAC、RAC、米山奨学生
はロータリーの財産であると思いました。
最後になりましたが、約3年間かけてご準備されまし
た、高槻中学校、高校のインターアクト、ホストクラ
ブ：高槻ロータリークラブの皆様に心より感謝いたし
ます。我がクラブ、大阪中之島ロータリークラブは4年
後担当しなければなりません。会員皆様方のご協力
を宜しくお願いいたします。

8

1

ニコニコBOX

木村：モンゴルから帰ってきました。
辻（一）
：江戸時代、熱中症の対策は「甘酒」
で俳句の
季語は「夏」だそうです。
ちなみに春日局は熱中症で亡くなったとか・
・
・
辻（義）
：ニコニコ
下岡：モンゴルに行ってきました。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
▲お誕生日のお祝い：左より梅原 一樹会員・金森 市造会員・
木村 眞敏会長・辻 一夫会員

嶽下：暑いですね！
！
北村（讓）
：モンゴルへの奉仕訪問、お疲れ様でした。
前田：今日は早退のつもりでしたが、司会担当になっ
ていましたので予定がくるいました。
村上：大暑です。
体調管理に気をつけましょう！ニコニコ
上山：
「言うまいと思えど今日の暑さかな」 作者不詳
北村（薫）
：暑さに勝とう！
！ニコニコ
岡本：初孫が誕生しました。元気な男の子です。ニコ

▲事務所創立記念日のお祝い：左より嶽下 勇治会員・村木 博行会員・
安達 昌弘会員・木村 眞敏会長・辻 一夫会員・丸山 澄高会員

ニコ
戸田：モンゴル奉仕事業お疲れ様でした。
栗山：本格的な夏ですね！
上瀬：モンゴルお疲れ様でした。

本日合計 : ￥36,000
累

▲結婚記念日のお祝い：左より村木 博行会員・木村 眞敏会長

atulations!
Congr

計 : ￥189,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
5名
0名
29名
6名

出席率
7月11日の修正出席率

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
1名

82.52 %
97.14 %

●本日のゲスト
米山奨学生

劉

文婷 様

●メイクアップ
岡本会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。
７月３０日生まれ 山本 陽翔（やまもと はると）君です。

上瀬 匠
満村 和宏
杉村 雅之

7 月18日
7 月18日
7 月18日

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

