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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1262回（本年度 第12回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 10/3 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■北村ガバナー補佐 訪問日
　懇談会 11：30～　寿の間
●卓話　
　担当：山本 肇 米山担当
　講師：地区米山委員会 副委員長

生駒 伸夫 様
■第2回クラブ協議会
　13：30～14：00　例会場

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　
　佐賀野 雅行 会員

いよいよ明日からラグビーのワールドカップが始まります。世界の3大
ビックスポーツイベント（オリンピック、サッカーWC、ラグビーWC）の
一つです。世界から50万人の人が来るそうです。

ワールドカップの出場国、地域は20です。そして、上記20か国を5か
国ずつ4プール（A～D）に分け、各グループごとに総当たり戦の予選
を行い、上位2チームが決勝トーナメントに進むことになります。



日本はAグループに属しますが、同グループは、アイ
ルランド、スコットランド、サモア、ロシア、日本で戦わ
れますが、アイルランドは世界ランキング1位、スコッ
トランドは7位、日本は10位、サモアは16位で、ロシア
は20位です。ロシアとサモアには勝てると思います
が、スコットランドに勝てるか否かが決勝トーナメン
ト進出のカギとなります。

前回は、はっきり言って日本の実力はスコットランド
を上回っていたと思いますが、南ア戦の中三日後に
（ラグビーは激しいスポーツの為、通常七日の休養は
必要）、初戦のスコットランドと対戦したため、最悪の
コンディションの日本が最高のコンディションのス
コットランド戦った結果なのです。

今回は、前回とは逆に、スコットランドが中三日で中
七日の日本と対戦することになり、コンディション的
には有利であるうえ、私の感触では実力も日本が
勝っていると思われるので、日本が勝つと確信してい
ます。

注目選手はフォアードでは、フランカーの姫野です。
日本人選手であるにもかかわらず、フィジカルで外国
のフォアードに当たり負けはしないのです。何度倒さ
れても立ち上がって突進していく雄姿には感動しま
す。又、ジャッカル（敵からボールを奪取）の名手でも
あります。バックスでは福岡です。ウィングでトライ
ゲッターです。ボールを持てばいきなりトップスピー
ドに入り、相手選手は追いつくことができません。

注目選手を2名あげましたが、実は、ほとんどの選手
が注目選手なのですが、時間の関係で割愛していま
す。今回のジャパンは本当に強いです。南アを下した
前回のチームより強く、史上最高です。

■本日は年次総会です。
　前年度の事業報告・会計報告等がございます。

■次週の卓話は佐賀野会員の担当です。

　尚、次週は午後4時30分より午後6時まで開明中
学校・高校の6階ホールにおきまして日本語スピー
チコンテストが開催されますので是非ご出席をお
願い致します。

■10月3日（木）は、米山月間の為、その関係の卓話
予定者が見えられます。

　例会後は北村ガバナー補佐をお迎えしての第2回

2019-20年度第1261回（第11回例会）
幹事報告 (9/19)

幹事  安達 昌弘

クラブ協議会が開催されます。

■10月10日（木）は社会青少年奉仕委員会フォーラ
ムです。
　「犯罪者の更生とその後の人生」という内容で甲南
大学の園田教授の講演を予定しております。　

■10月12日（土）は三世代合同奉仕事業の日です。
　本年度のホストクラブは天満橋RCで、天満橋RCが
ずっと支援されている大阪市立児童院の子供達を
琵琶湖の遊覧船に乗せてあげて昼ご飯を食べて
もらおうという企画です。
　9時30分にヒルトンホテル出発です。
　本日、出欠表を回させて頂いておりますが、参加費
は¥5,000です。子供達へのプレゼント代に充てた
いので、不参加の方にも申し訳ないですが、一律
¥2,000お願いしています。
　ところが、今のところ中之島からの参加者は6名で
あります。

■10月17日はガバナー訪問日です。
　四宮ガバナーが見えられます。

■10月の最終週は創立27周年記念例会です。
　この日は夜例会になっており、台北福齢RCからも5
名のお客様が来られることになっています。

■お知らせが2件ございます。

　まず、11月2日～4日に開催される「秋のRYLA」の
案内です。
　今年度は、ホストクラブが大阪南ロータリークラブ
で、開催場所はサントリー箕面トレーニングセン
ターです。
　子供さん、社員の方々の参加をお願い致します。

　次に、地区大会の案内です。本年度はホストクラブ
の大阪西南ロータリークラブが、12月13日～14日
の2日間、大阪国際会議場で開催されます。
　全員参加が基本ですので、よろしくお願い致します。



Congratulations!

高島会員が米山記念奨学会より、
評議委員を勤められた感謝状を受けました。

米山奨学生 米山奨学生  劉 文婷（リュウ ウェンティン）

皆様、ご無沙汰しております。いかがお過ごしでしょうか。

私は先月台湾に帰国して、家族と一緒に楽しく過ごし
ておりました。

また、この前の一年半にわたる卒業論文を作成する
ための資料収集を全て終えました。

これから、来年一月上旬までに卒業論文を完成させ
ることを目指して研究を続けていきます。

本研究により、日本統治時代の台湾における女子教
育の実態や発展、さらに台湾社会にどのような影響を
もたらしたか明らかにできることを期待しております。

今後とも御指導のほどよろしくお願い申し上げます。

以上で近況報告を終わります。

ご清聴ありがとうございました。

年次総会

事業・決算報告



高島 凱夫

9月21日（土）13時30分からRID2640和歌山市にて
クラブ会長・会員増強委員長合同会議にて第3地域
ロータリーコーディネーターとして「会員増強につい
て」基調講演をしました。

クラブ会長・会員増強委員長
合同会議

※行事予定表に修正が入りましたので、再掲載いたします。

【’19年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
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）

1271

1272

1273

-

21

22

23

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・クリスマス家族会

休会③

卓話担当：嶽下会員

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

第7回1月度理事会

成美学寮餅つき支援
　日程：12/7（土）
地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：12/13（金）
　会場：リーガロイヤルホテル
地区大会  本会議
　日程：12/14（土）
　会場：大阪国際会議場

【’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
次年度理事・役員発表

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

地区米山奨学委員会

社会奉仕委員会：
井本委員長

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

三世代合同奉仕事業
　日時：10/12（土）
　場所：琵琶湖ビアンカクルージング

【’19年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1267

1268

1269

1270

17

18

19

20

三世代合同例会
ヒルトンホテル：12時半～14時

ロータリー財団委員長卓話 第6回12月度理事会
R財団担当（国際奉仕）：
栗山会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島会員

秋のRYLAセミナー
　ホスト：大阪南RC
　日程：11/2日（土）～4（月）
　会場：サントリー箕面研修センター

IM6組 会長・幹事会2
　日程：11/6日（水）
　会場：太閤園



ホテルにて朝食

『ミトーメコン川クルーズ＆クチトンネル』日帰り観光
ホーチミンから2時間の郊外のジャングルでメコン川のク
ルーズを楽しみ、ベトナム戦争当時、南ベトナム解放戦線の
基地クチでは、クチトンネルを見学します

《ホーチミン市内泊》

関西空港をベトナム航空にて出発

ホーチミン空港にて入国手続き

ホーチミン到着後、市内観光にご案内します
◆戦争証跡博物館　◆統一会堂　◆サイゴン大教会
◆ベンタイン市場　◆中央郵便局　◆タンディン教会

夕刻、ホテルチェックイン　《台北泊》

式典と病院視察（手術内容見学など）とホーチミン3泊5日間　Bグループ

10：30

14：30

午後

夕刻

朝

終日

朝

午前

午後

終日

夕刻

夜

00：20

07：00

関西空港

ホーチミン

ホーチミン

ミトー
クチ

ホーチミン

ホーチミン

ダナン

ダナン

ダナン

関西空港

訪問都市

1日目
　1月11日（土）

2日目
　1月12日（日）

VN321便

専用バス

専用バス

専用バス

国内線

タクシー等

タクシー等

VN336便

現地時間 交通機関 スケジュール月　日

ホテルにて朝食

チェックアウト後、空港へ

国内線にてダナンへ

ダナン着後、病院へ

ダナン病院へ視察、式典など

午後、視察（手術風景など）

《ダナン市内泊》

3日目
　1月13日（月）

4日目
　1月14日（火）

ホテルにて朝食

終日、ダナンにてフリータイム
　***お部屋は18時までのレイトチェックアウト***

市内レストランにて夕食

夜、ダナン空港へ

ベトナム航空にて帰国の途に　《機内泊》

早朝、関西空港到着後、入国・通関手続き
5日目
　1月15日（水）

※上記日程表に記載の時間は、令和元年8月1日現在の資料を基に作成されています。
※各交通機関などのスケジュール変更などにより、発着時刻も変更される場合があります。その場合、観光地の内容や時間などにも変更
が生じる場合があります。ご了承ください。

航空運賃：ベトナム航空
ビジネスクラス運賃／未定　エコノミークラス運賃／未定
各地空港税・燃油付加料金ほか（概算、2017.11.22時点）／11,520円

ホーチミン：ロッテ・レジェンド・ホテル・サイゴン LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON
サイゴン川を臨む最高の立地を誇るデラックスホテル。ドンコイ通りにも徒歩圏内で便利。日本企業が集まるエリアにも至近
です。全客室に洗浄便座を完備しインターネット接続も無料。日本語放送も視聴可能です。日本人スタッフ在勤です。

ダナン：ヒルトン・ダナン Hilton Danang
市内中心部かつハン川沿いという絶好の立地を誇るヒルトン・ダナンは、28階建で、川の素晴らしい眺めをお楽しみいただける
220室のスタイリッシュな客室モダンなレストラン＆ルーフトップバーをご提供しています。ハン橋付近に位置し、活気あふれる賑
やかなバクダン通りもすぐ近く。ダナンビーチへも車で8分という理想的な立地を誇ります。

ベトナムへの入国に際して：
◎入国ビザ無しの場合（15日以内の観光、業務目的）
入国時に旅券の有効残存期間が6か月以上必要。
直前の出国日から30日以内にベトナムに再入国する場合は査証が必要。

◎15日以上の観光、業務目的の場合、入国ビザの取得が必要
入国時に旅券の有効残存期間が3か月以上必要。
そのほか、ビザ申請に必要な書類・条件は、お問い合わせください。



ニコニコBOX19
9

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 2名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1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 %
8月29日の修正出席率 94.11 %

●メイクアップ
井本 万尋   8 月21日 にしなり☆子ども食堂

支援事業
下岡 陽一郎   8 月21日 にしなり☆子ども食堂

支援事業
津崎 慶一   8 月21日 にしなり☆子ども食堂

支援事業
高島 凱夫   8 月20日 第1回諮問委員会

木村：涼しくなりましたね。

辻（一）：ニコニコです。

辻（義）：ニコニコ

下岡：ニコニコ

吉田：ニコニコ

村上：いよいよ秋ですね。ニコニコ

上山：爽やかな秋晴れですね！

植屋：涼しくなりましたね。今日は早帰りして東京出張
です。

満村：ニコニコ

本日合計 : ￥22,000
累　計 : ￥354,000

大阪南RCの白井様と八ツ橋様が
秋のRYLAセミナーのPRにお見えになりました。

本日のメニュー

小　鉢 帆立酒盗和え（えのき）三つ葉

三枡
 造　り 炙り鰆　鮪　あしらい
 八　寸 小付　春鯛みぞれ
 レーズン玉子焼　海老東寺揚
 百合根茶巾　栗甘露煮
 衣かつぎ　うなぎ昆布巻
 炊　合 冬瓜　京揚げ　鯛オランダ煮
 青味　紅葉麩

蒸し物  糸より鯛ちり蒸し　豆腐
 椎茸　白髪葱
食　事 白御飯　香の物　赤出汁

●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 白井 良平 様
 八ッ橋 　直 様


