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会長挨拶
会長

ロータリー財団月間

木村 眞敏

2019年11月14日
第1268回（本年度 第18回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 ロータリー財団卓話
栗山 博道 会員

■第6回12月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

次回 11/21 のお知らせ
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 ロータリアンであるべきこと
杉村 雅之 会員
こんにちは、中之島RC会長の木村です。
今回の三世代クラブ合同奉仕事業は、大阪天満橋RCがホストクラブ
として、
すばらしい企画をしていただきました。
その企画は、児童院の
子供たちが、琵琶湖をクルージングで楽しみながら、近江の歴史・文
化を体感することができるという素晴らしい企画でありましたが、
ご
承知のように台風の為、4月に延期となりましたが、4月は、むしろ気
候も良く、
きっと楽しい合同事業になるものと思っております。

ところで、来年度の本事業のホストクラブは中之島
RCであります。本企画のような、素晴らしい企画を準
備したいと思っていますので、
できるだけ多くの方々
に御参集していただけるようよろしくお願いします。
最後に、
この三クラブがワンティームとなり、本件合
同奉仕事業が益々発展していくことができるよう祈
念いたします。有難うございました。
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ニコニコBOX

木村：ニコニコ
吉田：ニコニコ
北村（讓）
：三世代合同奉仕事業、台風のため延期大
変残念です。
前田：今日は3代目大阪城天守閣の誕生日です。今日
で米寿だそうです。

幹事報告 (11/7)
2019-20年度第1267回（第17回例会）
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幹事 安達 昌弘

■本日はヒルトンホテルにおいて三世代合同例会を
開催致します。
昼の12時30分開会で、例会時間は90分間の予定
です。
■次週14日
（木）の例会はロータリー財団担当の卓
話を予定しています。
栗山委員長が頑張ってくださいます。

村上：三世代合同例会を祝して。ニコニコ
上山：三世代合同例会を祝して
植屋：長期出張から日本に戻ってきました。寒くなり
びっくりです。
村橋：三世代合同例会を祝して
西田：三世代合同例会を祝して。ニコニコ
栗山：三世代合同例会を祝して。ニコニコ

■11月21日の例会は杉村会員の卓話、28日の例会
には高島会員の卓話と続きますので担当の方々に
はよろしくお願い致します。
■続きまして12月5日
（木）
の卓話は下岡会員の卓話
です。
よろしくお願い致します。
■12月7日
（土）
は社会青少年委員会担当の
「成美学
寮 餅つき支援」
の日です。
12時半集合、午後1時開始です。2時半には解散の
予定です。
■12月12日
（木）
の例会の日は各委員会報告及び次
年度総会を予定しております。
■そして今年最後の例会は19日
（木）
です。
例会後は恒例のクリスマス家族会ですので、楽し
みにしておいてください。
■地区大会の出欠の確認をさせて頂いております。
・12月13日
（金）の分科会 ・その日の晩餐会 ・14
日
（土）の本会議と公開シンポジウムの3項目に分
けての出欠を〇×でご記入ください。

本日合計 : ￥24,000
累

計 : ￥598,500

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

36名
5名
1名
32名
4名

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
0名

出席率
88.88 %
10月10日の修正出席率 91.42 %

●メイクアップ
上瀬 匠
北口 竜輔
北村 讓
満村 和宏
津崎 慶一

10月24日
10月24日
10月 9 日
10月 5 日
10月 5 日

大輪ゴルフ大会
大輪ゴルフ大会
ニ水会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会

本日のメニュー
・ミネストローネ バジルペースト添え
・ポークフィレ肉の一口カツ 味噌カツソース
ポテトサラダ、
トマト、胡瓜、
コールスロー
・ラズベリーシャーベット、
シナモン風味の赤ワインゼリー
・コーヒー又は紅茶
・バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

3世代クラブ合同例会

三世代クラブ合同社会奉仕事業報告

大阪天満橋ロータリークラブ

社会奉仕委員長 荒木 幾夫

令和1年11月7日
（木）
のヒルトン大阪35階Windows
1にて三世代合同例会が開催されました。
本年度は当クラブ主催で、10月12日に児童院の子供
達を校外学習の一環として琵琶湖クルーズを体験し
てもらうプロジェクト予定をしておりましたが、台風
19号の影響により中止致しました。
代替事業の実施につきましては、只今鋭意検討中で
ございます。決定し次第、改めてご報告致しますので
宜しくお願い致します。

社会福祉法人 聖家族の家 児童心理治療施設

児童院 施設長 野坂 猛夫 様

いつも児童院に対するご理解とこども達のために物
心両面にわたるご支援をいただき、誠にありがとうご
ざいます。

アップするため、全国児童心理治療施設協議会で
PRDVDを作成しました。
このDVDは、児童院と高槻
の施設で撮影を行いました。

先日は、観光船ビアンカクルーズへのご招待が台風
のために中止となり残念でしたが、
こども達へ約100
冊のコミックをいただきありがとうございました。

こどもは主に劇団の子役ですが、大人は施設職員で
す。短いDVDですが、
どうぞご覧ください。

大切に使わせていただきたいと考えています。
児童院は全国に51か所ある児童心理治療施設の一
つです。児童虐待をはじめとする様々な理由から保
護者と一緒に生活が出来ないこども達をお預かりし
ています。
児童院では、規則正しい集団生活と心理治療、個々
のこどもに応じた学校教育を提供し、
こどもの養育・
生活指導・心理治療・教育を総合的に行っています。
本年3月、地域の方や学生向けに施設の知名度を

2019〜20年度第2回インターアクト合同年次大会・合同委員会

クラブインターアクト担当 檜皮 悦子

2019〜20年度国際ロータリー第2660地区インター

おられる原口淳さまの基調講演：
「Barrier changes

アクト年次大会が、四宮孝郎ガバナー、簡ガバナーエ

Value: 障害を価値に」
を拝聴しました。

レクトにご臨席いただき令和元年11月10日
（日）
四天

少し自分と違う視点、思点、そして方向性を変えるこ

王寺高等学校・中学校和光館にて、
ホストクラブ：四天
王寺高等学校・中学校、
またスポンサークラブ：大阪天
王寺ロータリークラブのお世話により開催されました。

とにより障害、弱さを大きなメリットに変え、素晴らし
い成果をあげることをご自分の経験から述べられ、
全盲であるからこそできることがあると、熱く語られ

今年度のスローガンである
「Interact Meets Diversity」

ました。

：心の物差しをたくさん持とう！に基づき、生まれつき

出席された250人近いインターアクターにとり自分の

全盲の視覚障害者でおられにも拘わらず現役の兵庫

殻から一歩踏み出し将来を見つめる良い機会だった

県ブラインドサッカーチームのキャプテンを務めて

のではないでしょうか。

学友会総会
（秋）

2019-20年度 指名委員会による指名者

幹事 安達 昌弘

11月10日
（日）、国際ロータリー第2660地区学友会

次々々年度会長

栗山 博道

秋の総会に出席しました。

次々年度の幹事

嶽下 勇治

次年度の会計

檜皮 悦子

次年度のSAA

前田 隆司
戸田 佳孝
辻

次年度の理事

義光

高島 凱夫
安達 昌弘
満村 和宏
村橋 義晃

