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疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1273回（本年度 第23回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

今月は、疾病予防と治療月間です。いつものように、ガバナー月信の
四宮ガバナーの話を紹介します。

RCが、ポリオ根絶に向けて、世界の中心的役割を担ってきたことを以
前お話ししましたが、そのほかにも、マラリア、エイズ、アルツファイ
マー型認知症、糖尿病などについても、疾病予防と治療に携わってい
ます。

本日のプログラム

次回 1/9 のお知らせ

♬SONG : 「きよしこの夜」
■クリスマス家族会
　18：00～　例会
　18：30～　クリスマス会
　太閤園  桜苑
※次週12月26日（木）及び、来年1月2日
（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■新年初例会
●卓話　年頭あいさつ
　木村 眞敏 会長
　安達 昌弘 幹事



病気との闘いは、地域社会全体のキャパシテイを高
めることが重要となってきます。

例えば、

・保健・医療の従事者を対象としたワークショップ
の開催

・地元の医療・保健インフラの向上するプログラム
開催

・主な疾病の拡散を防ぐための住民の啓発・動員

・疾病・怪我による身体障碍を防止するためプログ
ラムの支援

・疾病予防・治療分野のキャリア構築を目指す学
生への各種支援

世界では、疾病や貧困に苦しんでいる人が数百万人
います。RCが疾病予防や治療行為に注力するのは、
この人たちの為であります。

病気の蔓延、医療不足に悩む地域社会の為に、仮設
の医療クリニック、献血センター、研修センターを
造ったり、医師や患者や政府の協力により、インフラ
を設計するなど、われわれロータリアンは、人々がよ
り良い医療を受けることができるよう支援していかな
ければなりません。

ところで、先日、中村哲医師がアフガニスタンでテロ
グループにより銃殺されました。この方は、まさにアフ
ガンにおいて疾病予防と治療行為を実践していた人
で、主にハンセン病の治療をしていた人です。この方
のすごいのは、いくら末端で治療しても、根本的な原
因を除去しなければ意味がないとして、水と食料の
問題の解決に取り掛かり、井戸の掘削や用水路の設
置により、数十万人の食糧問題を解決したそうです。
今回の件は、日本にとってもアフガンにとっても残念
なことでした。

■本日の例会後には、次年度総会及び各委員会報
告を予定しております。

■もう明日に迫りましたが、明日・明後日は、お渡しし
ている名札が必要な地区大会です。
　明日の分科会・晩餐会、明後日には本会議と公開
シンポジウムが予定されています。
　特に、明後日のクラブ名点呼の際に多くのメン
バーを揃えたいので、の12時50分には現地にお
願い致します。会長と僕が中之島の皆さんを国際
会議場の席にて待っております。

■次週は、今年最後の例会です。例会後、クリスマス
家族会が開催されます。
　例会開会は午後6時、クリスマス家族会の開会は6
時半となっております。
　お間違いの無いようによろしくお願い致します。

■さて新年ですが、来年の第1回目の例会は1月9日
（木）となっております。
　この日は、会長・幹事の新年の挨拶を予定しており
ます。

■1月16日（木）新年の卓話第1回目は村上会員の担
当です。よろしくお願いします。

■1月23日（木）は職業奉仕委員会担当のクラブ
フォーラムです。
　辻 義光委員長、よろしくお願いします。

■1月の最終週は夜例会の後、恒例の上半期新入会
員歓迎会です。
　言い方を変えれば北口会員の歓迎会ということに
なります。

＊あと、2月の卓話の予定だけ申し上げておきます。
　2月6日：栗山会員、13日：辻一夫会員、20日：下岡
国際奉仕委員長担当のクラブフォーラム、27日：辻
義光会員の卓話の順となっております。

2019-20年度第1272回（第22回例会）
幹事報告 (12/12)

幹事  安達 昌弘



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持委員会、例会運営小委員会、親睦活動委員会、
会員研修小委員会、職業奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、

SAA委員会、クラブ戦略計画委員会、米山奨学委員会

クラブ奉仕委員会　代理

例会運営小委員会　金森委員長

クララ奉仕委員会担当の辻一夫委員長が欠席ですので代

理で、報告させて戴きます。

奉仕委員会傘下の各小委員会は、委員長の下、着実に会

務運営がなされております。

併せて例会運営小委員会活動におきましても会務運営方

針・計画が順調に執行されていること有り難く存じます。

今後とも、会員各位のご協力よろしくお願いします。

会員増強・維持委員会　藤本委員長

会員増強・維持委員会よりご報告させていただきます。

年度初めの活動方針でもお伝えしましたので覚えておられ

ると存じますが、もう一度、大阪中之島RCの会員増強目標

をお伝えいたします。

大阪中之島RCクラブ会員増強目標

親睦活動委員会　代理  上瀬会員

10月24日の創立27周年記念では台北福齢RCより7名の

方にお越しいただき、祝賀会を開催させていただきました。

いよいよ来週の12月19日に迫ってきましたクリスマス家族

会に向けて準備を進めております。内容につきましてはで

きるだけ皆様に楽しんでいただきたく考えておりますので、

賑やかに開催できたらと思っております。

開催は桜苑で18時より例会、クリスマス家族会の開催は

18：30からとなっております。参加者は現時点で69名と

なっております。残り1週間となりますが更に多くの方々の

ご出席をお待ちしております。

・今年度は創立27周年を迎えましたが3年後の創立30

周年には50名

・今年度は40名

今年度上半期の会員数状況をご報告いたします。

北口会員にご入会頂き新入会員1名、退会者0名で純増1名

の現在36名の会員数でございます。

今年度の目標にはあと4名足りませんので皆様には引き続

きご協力とお願いになりますが、下半期は上半期以上に会

員増強に対する意識を持って頂き、皆様と共に目標達成に

向けて下半期も努めて参りたいと存じますので宜しくお願

い申し上げます。



職業奉仕委員会　辻 義光委員長

今年度上半期、計画していた「裁判員裁判の傍聴」及び「大

阪刑務所の訪問」が日程的な調整ができず延期、下半期に

再度スケジュールの調整を行い、実施できればと考えてい

ます。

例年通り、来年6月頃大阪開明中学、高校での出前授業を

計画しています。

引き続き会員の皆様のご支援よろしくお願いいたします。

社会･青少年奉仕委員会　井本委員長

当委員会では今年度上半期は多岐にわたる活動をしまし

た。ほぼ予定通り行われました。

・青少年奉仕（インターアクト関係）
1．6月19日　IAC歓迎会 信太山野外活動センター
2．8月2日～8月6日　海外研修 タイバンコク
3．9月5日　例会卓話　IAC開明高校 河本君
4．9月8日　開明中学校高等学校文化祭 訪問
5．10月23日　IAC例会 訪問
6．11月10日　IAC合同年次大会 四天王寺高等学校

・社会奉仕
1．8月21日　にしなりこども食堂 玉出ボウル・かごの屋

支援事業

2．10月10日　社会青少年フォーラム
「犯罪者の更生とその後の人生」
甲南大学 園田教授講演

3．10月12日　三世代合同奉仕事業
　⇒荒天の為中止（3月開催予定）

4．12月7日　奈良成美学寮 第23回餅つき支援事業

下半期もよろしくお願い致します。

会員研修小委員会　村橋委員長

今年度上期に入会された北口会員の新入会員研修を12

月5日・12日の例会前に行いました。

ロータリーの固有名詞やクラブ運営、地区とクラブの相関

関係等、基礎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、研修を通じて基

礎知識の理解深めて頂きました。

又、前年度の活動を継承し、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来年3月に開

催し、研修内容の理解を深め、相互理解を深める機会を設

けます。

国際奉仕委員会　下岡委員長

国際奉仕委員会では、7月にモンゴルへ台北福齢RC・大阪

天満橋・大阪大手前の三世代クラブ・及び台北の三世代ク

ラブと共同でドクターカーを寄贈し、その寄贈式に出席い

たしました。

また、同時期開催された「絆・IN、モンゴル」にも参加しました。

今後は1月にベトナムへのVTT事業・4月には公式ではな

いが台北福齢への周年行事（4月26日に決定しました）へ

の参加・ハワイ国際大会の参加と3つの行事を予定してお

ります。



SAA委員会　岡本委員長

＜活動方針＞

木村会長の方針に沿った例会運営を目指して基本に忠

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。

クラブ戦略計画委員会　木村委員長

先月の11月28日にクラブ戦略委員会が開かれました。

この委員会は、本来、RCは単年度制であるため、それぞれ

の年度の会長の方針がバラバラであった場合、クラブの進

む方向に整合性が取れなくなってしまう恐れがあります。

短期的な目標であればそれでよいのですが、中長期的な目

標である場合、やはり、相互の整合性をとる必要があります。

そこで、直前会長、現会長、会長エレクト及び会長ノミニー

等が一堂に会して議論を交わし、共通の目標を模索してい

こうというのが、本委員会の趣旨であるところ、当日は自由

闊達の議論が行われました。

共通目標については、現在模索中というところです。

米山奨学委員会　山本委員長

今年度は特に大きな事業はなかったが、カウンセラーの西

田会員が宝塚歌劇に同行したり、日常生活に良くフォロー

をしていただいています。

奨学生のティンちゃんも楽しい学生生活を送っていると思

います。

国際奉仕委員会　下岡委員長

国際奉仕委員会では、7月にモンゴルへ台北福齢RC・大阪

天満橋・大阪大手前の三世代クラブ・及び台北の三世代ク

ラブと共同でドクターカーを寄贈し、その寄贈式に出席い

たしました。

また、同時期開催された「絆・IN、モンゴル」にも参加しました。

今後は1月にベトナムへのVTT事業・4月には公式ではな

いが台北福齢への周年行事（4月26日に決定しました）へ

の参加・ハワイ国際大会の参加と3つの行事を予定してお

ります。



日　時：2019年12月12日（木）　13：40～14：20
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席義務者：理事・役員
出席者：木村・金森・西田・藤本・辻（一）・村橋・下岡・辻（義）・岡本・井本・安達・村上　以上12名（敬称略）
出席者：梅原・北村（薫）　以上2名（敬称略）

2019-2020 年度 第7回　1月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長）

本日は第7回目の理事会ですが、審議事項も多々あり
ますので、どんどん議論を進めていただき、できるだ
け短時間に終えたいと思います。

本日はよろしくお願いします。

【審議事項】

1. 年間行事予定の件

全体としての予定に変更はありません。

（1）地区ロータリー財団補助金管理セミナー
日程：来年2月22日は2月29日（土）に訂正

（2）三世代合同奉仕事業
日程は2020年3月20日（祝）に決定しております。

2. クリスマス家族会について

12月19日（木）例会後、18時30分より実施
参加人員については現在69名であります。
内容については新しいマジシャン1組と歌グループ1
組（7名）があり、司会者も手配済みです。その他ビンゴ
ゲームもあります。また会場の飾り付けは簡単にと考
えております。

3. 次次次年度会長の理事会への出席権を認める事
の可否について

クラブの規定には理事会への出席を拒否する規定は
ないのでオブザーバーとして参加されるのは従来どお
り可能です。ただ発言権と議決権はありません。

4. その他

（1）30周年準備委員会発足にあたり委員が選任され
ました。
委員長……福田 忠博
副委員長……辻 一夫
副委員長……西田 末彦

副委員長……金森 市造
アドバイザー……高島 凱夫　　　　
以上の5名（敬称略）の方が承認されました。

（2）次年度米山奨学生受け入れの件
当クラブとして次年度の米山奨学生の受け入れが
承認されました。

（3）インターアクトの件
クラブに開明中・高校の三本杉先生よりメールあり
ました。
海外研修の当番が3年後になるので、これから準
備に入ります。
クラブのインターアクトの担当も3年間は変わらず
にお願いしたい旨の申出がありました。今後、当ク
ラブとしてこの事業の取り組み方を抜本的に見直
す必要があります。特に、予算、人員、大阪東ロータ
リーとの提携等も当クラブの身の丈に合った対応
が求められます。

（4）新入会員の選考について
色々の業種から入会して頂くのは歓迎します。ただ
被推薦者の職業分類と会員審査の条件を満たし
ているか？選考会等の判断はどうか？などクラブと
しての手順を守ることが大切です。
今回、理事会としては、その手順どおりに入会を進
めるように見守っております。

閉会の挨拶（金森会長エレクト）

本日は慎重審議有り難うございました。

先ほどのインターアクトについても前向きに検討して
ゆきます。やはり身の丈にあった付き合いが必要で、
今後開明中・高校と交渉してゆきたいと思います。よ
ろしくお願いします。

今日は有り難うございました。

【’20年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

-

1274

1275

1276

1277

-

24

25

26

27

休会④ → 祝日振替

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会
クラブフォーラム

夜例会・上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会

木村会長、安達幹事

卓話担当：村上会員

職業奉仕委員長：
辻義光委員長

ベトナムVTT支援事業
Ⓐ1/11～1/14
Ⓑ1/12～1/15
IM6組会長・幹事会3
　日程：1/22（水）
　会場：太閤園



【’20年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
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）

1282

1283

-

1284

32

33

-

34

北村ガバナー補佐訪問日

休会⑤→祝日振替

太閤園3RC懇親会・夜例会

卓話担当：山本会員

第3回クラブ協議会

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/7（土）
　会場：立命館大学茨木キャンパス
三世代合同奉仕事業（天満橋RC）
　日程：3/20（祝）9：30
　会場：ヒルトンホテル

【’20年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）
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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1278

1279

1280

1281

28

29

30

31 

国際奉仕委員会クラブフォーラム

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

卓話担当：栗山会員

卓話担当：辻一夫会員

国際奉仕委員長：
下岡委員長

卓話担当：辻義光会員

地区チーム研修セミナー
　日程：2/15（土）
　会場：追手門大学茨木キャンパス
地区ロータリー財団補助金管理
セミナー
　日程：2/29（土）
　会場：大阪YMCA会館 

２０１９～２０２０年度指名委員会の
理事・役員決定

２０２０～２０２１年度理事・役員

次々々年度会長

次々年度の幹事

次年度の会計

次年度のSAA

次年度の理事

栗山 博道

嶽下 勇治

檜皮 悦子

前田 隆司

戸田 佳孝

辻　 義光

高島 凱夫

安達 昌弘

満村 和宏

村橋 義晃

会長

直前会長

会長エレクト*

副会長（会長ノミニ―）*

幹事

会計

SAA

クラブ奉仕委員長*

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

職業奉仕委員会

社会・青少年奉仕委員会

国際奉仕委員会

金森 市造

木村 眞敏

辻　 一夫

栗山 博道

村上 俊二

檜皮 悦子

前田 隆司

栗山 博道

安達 昌弘

辻　 一夫

満村 和宏

村橋 義晃

戸田 佳孝

辻　 義光

高島 凱夫

○

○

○

○

○

○

○

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

*印は兼務になるので理事定数は13名。 ○印は役員。

地区大会
12月13日（金）リーガロイヤルホテルにて地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会、14日（土）大阪国際会議場にて地
区大会 本会議がそれぞれ開催されました。
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0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 1名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 10名

出席率 71.42 %
11月21日の修正出席率 80.00 %

●メイクアップ
上瀬 　匠 10月  5 日 フレッシュロータリアン

委員会
北村 　譲 10月  5 日 フレッシュロータリアン

委員会
丸山 澄高 10月  5 日 フレッシュロータリアン

委員会
村橋 義晃 11月17日 グローバル奨学生面接
辻　 義光 12月  7 日 成美学寮 餅つき支援
辻　 一夫 12月  7 日 成美学寮 餅つき支援
植屋 　亨 12月  7 日 成美学寮 餅つき支援

木村：紅葉がきれいです。

金森：ここしばらく昼間はしのぎやすいですね。ありが
たい！！

辻（義）：ニコニコ

下岡：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：小原さんを迎えて、ニコニコ

嶽下：喘息になりました。ニコニコ

北村（讓）：小原さん、ようこそ！楽しみにしています。

前田：先日東京で忘年会がありました。もう年取りまし
た。次年度の予定をいれた（記入した）手帳を
忘れてきました。もうあかん

村上：冬ではありますが、秋晴れのようなさわやかな
今週ですね。

小林：会員の皆様、お誕生日のお祝いの品有難うござ
いました。39歳になりました。まだギリギリ30代
です。

本日合計 : ￥28,000
累　計 : ￥721,500

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第39回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

●本日のゲスト
嶽下会員紹介 小原 理恵 様

本日のメニュー

小　鉢 蟹法蓮草浸し　しめじ

三枡
 造　り 鮪　たいら貝　あしらい

 八　寸 小付　烏賊紅葉和え　三つ葉
 う巻き　酢蓮根　焼通し雲丹焼
 きすおかき揚　丸十　たらこ巻

 炊　合 蕪　松笠くわい　海老吉野煮
 青味　麩

揚　物  鰤照焼　裏白大根　菊花蕪
 はじかみ　敷きレモン

食　事 白ご飯　香の物　赤出汁


