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第1283回（本年度 第33回）例会
本日のプログラム
●卓話 会長・幹事退任挨拶
木村 眞敏 会長
安達 昌弘 幹事

次回 7/2 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会長・幹事方針
金森 市造 会長
村上 俊二 幹事
皆さん、
ご無沙汰です。3月の例会以来です。
この間、
コロナの感染症
が猖獗を極め、わが国はもとより、欧米では多大の被害が発生し、今
現在も南半球においては、
その被害が急拡大しています。
欧米やわが国では、非常事態等が解除され、経済活動が再開されて
いますが、
コロナ菌が消失したわけではなく、毎日、新たな感染者が
発生しています。
各識者の予測によれば、第二派、第三派の感染が発生し、一派の時よ

り甚大な被害が発生するとか、未曽有の世界恐慌が
発生するとか、
グローバリズムが終焉し、
ナショナリズ
ムが台頭し、戦争が勃発する等の予測がなされてい
ます。
これらの予測は、約100年前（1918〜1920）に発生
したスペイン風邪とのアナロジーで語られているも
のと思われます。
スペイン風邪では、第三派までの波があり、第一派が
一番小さく、二派は一派の10倍位、三派は三倍位で
あります。
もしこのパターンいけば、
すさまじい被害が
発生することになります。
スペイン風邪は、世界経済に大きなダメージを与え、
1929年からの世界恐慌が発生し、結果、世界の経済
のブロック化に繋がり、第2次世界大戦の要因となり
ました。
今回のコロナウィルス感染がスペイン風邪のような
経過をたどれば、われわれ人類にとって大変な事態
に立ち至ります。
このような経過をたどらないことを
祈りたいと思います。
ところで、感染症が猖獗を極めた後には、今までとは
パラダイムが違う世界が立ち現れるというのが歴史
鉄則であります。
14世紀にペストが大流行し、中世が終わり、
ルネッサ
ンス、近代と移行していきました。
アステカ、
インカ帝
国にスぺイン兵がもちこんだサルモレラ菌や天然痘
で住民が大量死し、
スぺインの植民地となり、以後の
白人による世界支配がはじまりました。
今回のそれは、近代の終わりの始まり、ポストモダン
ではないかと思っております。

間内での開催になります。久しぶりの例会ですし、
時間の関係もありますので会員の皆様に覚えて頂
く意味でも新旧の委員長に出て頂きまして一言だ
けでもお願いしたいと考えます。
また、本日の例会後は次年度の第1回7月度理事
会が開催されます。新しいメンバーでの理事会で
す。関係者は13時40分よりサファイアルームへお
願い致します。
ノミニー理事会も思うように開くことが出来なかっ
た金森会長年度ですが、金森さん得意のやる気
満々の手紙攻撃のお蔭で、理事役員は既に力の結
集は出来ているようであります。
■次週は今年度の最終例会となります。
例年でしたら下半期新入会員歓迎会ということで
お酒を伴った夜例会になるところですが、今年度
はややこしい時期ですので通常の昼間の最終例
会ということでいつもの時間帯でよろしくお願い致
します。
それから、例年最終例会では楽しみにしている会

幹事報告 (6/18)
2019-20年度第1282回（第32回例会）

■早速ですが本日は新旧クラブ協議会が卓話の時

長賞、ニコニコの表彰等も先日の理事会の採択で
幹事 安達 昌弘

新型コロナウイルス拡大防止の影響から、会員の皆

今年度は無しということになりましたのでご了解く
ださい。

様方とは久しぶりにお会い出来て嬉しい限りであり

■7月からは新年度に入り、来週の幹事報告では新

ます。
また、本日から新たに出来る範囲内でのロータ

幹事の村上さんから報告があると思いますが、第1

リー活動を始めていきたいと思います。

週の7月2日（木）は金森新会長、村上新幹事の方

今年度は残すところ今日を含めて例会はあと2回で

針挨拶に始まり、第2週には5大奉仕の各新委員長

すが、締めくくりを大切に頑張っていきたいです。

の方針挨拶が予定されております。

また、本日は先日の最終理事会で承認されました下

本日の幹事報告は以上ですが、
この幹事報告をも

半期の会費の余り分として各会員に50,000円の現

ちまして今年度の僕の幹事報告は終了です。

金による返金を行っております。

1年間本当にお世話になりました。

次の会費に回すなり、
また寄付をされるなり個人で決

次年度の村上幹事にもご協力の程、
よろしくお願

めてください。

い致します。

第4回 クラブ協議会［新旧合同］
（2018-2019年度）
日 時：2020年6月18日
（木）
場 所：太閤園 ゴールデンホール
出席者：全出席会員
クラブ奉仕委員会
辻（一）委員長
クラブ奉仕委員会の役割は、各小委員会の運営
がスムースに展開するよう、縁の下の力持ちに
あると考えてまいりました。その功が奏したか否
かは別としまして、大変なごやかに問題もなく1
年が経過したものと思います。
皆様の御協力に深く感謝申し上げます。
栗山 次年度委員長
クラブ奉仕委員会としては、会員増強・維持、例
会運営、親睦活動、会員研修の小委員会活動を
充実させることが重要であると考えます。各小委
員会とコミュニケーションを図り、本ロータリー
クラブの活性化を目指してまいります。
会員増強・維持小委員会
藤本 委員長
今年度の年初は会員数35名でスタートし、皆様
のご協力の元、会員数40名を目標に活動して参
りました。今年度の入会者は上半期：北口会員、
下半期：小原会員にご入会頂き計2名の新入会
員をお迎えし、会員数は37名となりました。
目標を達成する事ができませんでしたが、下半
期はコロナ禍の影響で例会が休会となり、
クラブ
の活動も自粛する厳しい状況の中で、会員数を
増強できたことは何よりも会員の皆様のご尽力
によるものだと考えております。1年間ありがとう
ございました。
安達 次年度委員長
＜活動方針＞
会員増強はクラブ運営にとって財政の安定・
ロータリー活動の活性化に必要不可欠であり、
更なるクラブの発展の為の重要な土台となるも
のであります。
会員数は40名を目指しておりますが、あと大事
なことは退会防止と特に新入会員のクラブへの
定着に重点を置いていきたいと考えております。
例会運営小委員会
金森 委員長
今年度の例会運営小委員会の各部門は、各担

当委員の的確な活動の下、大過なく成功裡に終
わることができました。特に下期の会務運営は、
コロナウイルスによる影響による予期せぬ事態
にもかかわらず、例会開催時には沢山の会員の
出席を頂けたのも例会運営各部門の担当会員
の努力の賜物と思っています。
次年度辻一夫委員長の下、更なる活発な会務
運営を期待しています。
辻（一）次年度委員長
ロータリー活動の基本は例会にあります。その
例会は会員相互の信頼によって支え得られねば
なりません。
そのために会員の皆様には、各々の
強い主張に対しても、ゆるぎない寛容の精神、
仲間の過ちがあったとしても、それを乗り越える
優しさを旨としていき、明るくたのしい例会を創
り上げたいと思います。
親睦活動小委員会
梅原 委員長
今年度の親睦委員会は、私自身の至らない点が
多くありながらも委員の皆様にお力添えをいた
だき、上半期は予定通りに事業を終えることが
できました。
また、毎週の例会時には多くの委員会メンバー
により、出席者の皆様を賑やかにお迎えするこ
とができました。
下半期につきましては太閤園3RC合同懇親会、
春の家族会、下半期新入会員歓迎会の開催を
予定しておりましたが、
コロナウイルスの影響に
より、全て中止となってしまいました。
今年度初めてクラブの委員長を務めさせていた
だいたのですが、
とても貴重な経験をさせてい
ただきました。
皆様、一年間ありがとうございました。
満村 次年度委員長
今年度の活動方針・計画
〈活動方針〉
今年度は、
コロナ感染症の蔓延が続く中で、
どの
時期から正常に親睦行事が開催できるか予断を
許さない中で、一応の行事を予定することとした
い。但し、状況が好転した場合、下記の予定にこ

だわらず、積極的な親睦行事の実施に努めたい。
〈活動計画〉
1．9月〜10月 家族親睦会
2．12月17日 クリスマス家族会・夜例会（太閤園）
3．1月28日 上半期新入会員歓迎会・夜例会
4．3月〜4月頃 家族親睦会（花見会等）
5．6月25日 下半期新入会員歓迎会・夜例会
会員研修小委員会
村橋 委員長
今年度の新入会員研修は、上期に入会された北
口会員に2回にわたり、
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
て基礎知識の理解を深めて頂きました。
下期に入会された小原会員の新入会員研修を4
月に予定していましたが、休会に伴い中止となり
ました。
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（IH会）
を4月に予定していましたが、
コロナ対
応のために中止と致しました。
西田 次年度委員長
次年度の会員研修小委員会の活動方針・計画
1．新入会員に対しては随時、会員研修小委員会
を開きロータリーの知識や理解を深めてもらう。
2．新入会員を含め入会5年未満の会員に対し
「IH」会と称して食事をしながらお酒を飲んで
親睦とロータリーの理解を深めてましたが、
新型コロナウイルスによってそれも出来なく
なりました。今後はそれに変わる物を考えて
実行して行きたいと思います。
職業奉仕委員会
辻（義）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
整を行っていましたが、3月からのコロナの影響
で中止を決定、
また2年前から活動している、６
月の大阪開明中学、高校での出前授業も残念な
がら中止となりました。
今年度職業奉仕委員会としては、
コロナ前の1月
に行った職業奉仕フォーラムのみの活動となっ
てしまいました。
会員の皆様には、
この1年間ご協力、
ご支援いた
だいたにも拘らず主だった事業ができず申し訳

ございませんでした。
1年間ありがとうございました。
戸田 次年度委員長
活動方針は、
「目で見える職業奉仕を行うこと」
を方針とする。具体的には2016年のRIの定款
に追加された「職業奉仕には自己の職業上の手
腕を社会の問題やニーズに役立てるためにクラ
ブが開発したプロジェクトに応えること含まれ
る。」に準じて、職場訪問と出前授業を行う予定
である新型コロナウィスル感染症の第2波が来
ず、流行が現状（令和2年6月時点）
と同じであれ
ば、以下の活動を行う。
1）2020年9月24日 出前授業「百歳まで丈夫
なひざ・耳・歯の付き合い方」。朝日新聞社の
関連団体である中之島朝日カルチャーセン
ター（フェスティバルタワー18階）においてボ
ランティアで当クラブの会員による医療講演
会を行う。
また、講演に先立ち新聞公示される
予定であるのでロータリークラブの活動を広
報する。
2）2020年11月19日 2260地区ガバナー事務
所訪問と移動例会と卓話「住まい・まちづくり
教育普及協議会の活動」
（東淀ちゃやまちRC
戸田和孝）
入会間もないロータリアンはガバナー事務所
を訪れる機会は殆どなく、
どのような仕事をさ
れているかを知ってもらいたい。また、ガバ
ナー事務所の入っているトヤマビル本館で移
動例会と卓話を行う
3）2021年1月21日 職業奉仕フォーラム 予
定議題「職業上の手腕を活かしたプロジェク
トの可能性について
社会青少年奉仕委員会
井本 委員長
社会青少年奉仕委員会では年度の行事予定が
上半期に集中していたため、
コロナの影響を受
けずにほぼ予定通りに終えることが出来ました。
唯一、3月20日に予定されていました大阪天満
橋ロータリー主催の三世代合同奉仕事業を行う
ことが出来ませんでしたが、私にとっても初めて
の奉仕事業委員長を務めまして非常に良い経
験になりました。
●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

規事業として視察を考えていたモンゴルへの医
療奉仕活動は甚だ困難な状況である。
また、ベト
ナムへの奉仕活動継続も甚だ難しいと考える。
2021年6月12日に開催される姉妹クラブ台北
福齢RCのクラブ創立20周年式典への参加、同
年6月13日から開催される台北での国際大会開
会式への出席、並びに13日夕刻、円山大飯店で
開催される大阪ナイトへ多くの会員が参加出来
るようPRを行う。
受け入れ米山奨学生には、
カウンセラーに任せ
きりでなくクラブを上げてサポートをする。

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
辻（義）次年度委員長
次年度社会奉仕委員会の事業として、大阪中之
島RCが三世代合同奉仕事業の幹事役ですが、
今年度台風とコロナの影響で大阪天満橋RC様
の大阪市立児童院の三世代合同奉仕活動が2
度も中止となり、次年度大阪天満橋RC様として
は再度同じテーマで奉仕活動を行いたいとの申
し出がありました。
従いまして次年度も大阪天満橋RC様にこの三
世代合同奉仕事業を行っていただきます。
当クラブとしては11月28日
（土）恒例の「成美学
寮餅つき大会」
を盛大に行なっていきます。今ま
で社会奉仕事業に参加したこともない会員にも
参加を促し、奉仕事業の大切さを実感していた
だきます。
会員の皆様には、
この1年間ご協力、
ご支援よろ
しくお願いいたします。
国際奉仕委員会
下岡 委員長
2020年1月 医療支援最終年度：ダナン病院に
訪問する
2020年5月 台北福令周年行事参加予定でし
たがコロナウイルスの関係で中止となる
2020年6月 ホノルル国際大会参加予定でし
たがコロナウイルスのため中止となる
2021年6月 台北福令ロータリークラブ20周
年式典参加予定
台北国際大会が開催されます。
希望者は参加予定。
高島 次年度委員長
今年度の活動方針及び計画
2020〜2021年度国際奉仕委員会活動は、新
型コロナウイルスの世界的拡散の影響により新

SAA
岡本 委員長
2019-2020年度SAAの活動方針及び計画に則
り、SAA委員会全員が月1回の役割を担うことで
例会への意識が高まり、良い意味で緊張感のあ
る例会であったと思います。
SAA委員をはじめ、会員皆様のご揚力に心より
感謝申し上げます。
前田 次年度委員長
次年度SAAメンバーは、前田・下岡・岡本啓吾・
井本・山本・小林・嶽下・上山各会員です。
金森年度は会長の意向もあり、会場配置を変更
いたします。
従来のひな壇形式をやめて、通常の配置に致し
ます。そして一番前のテーブルに会長・幹事・卓
話者・紹介者・ビジターさんに座っていただきま
す。
また席につきましても週によって自由席・指
定席等変化をもって座っていただき、
メンバーの
相互理解を深めたいと考えております。
またニコニコにつきましても、強制ではありませ
んが、できるだけ自主的にしていただけるよう、
工夫したいと思っています。尚、ニコニコ資金に
ついては、会計の方でははじめから奉仕事業に
充てるのではなく、ニコニコ資金として、別途積
立て頂く予定です。
会計
北村（薫）会計
今年度も昨年に引き続き適正な財政基盤の確
立に努め日々の会計処理を、迅速適正に行うこ
とができました。
檜皮 次年度会計
【方針】
会費を徴収しクラブ予算を適正に管理し、各委
員会の活動が効率的に行えるように務める。3か
月毎に理事会にクラブの財政状況を報告する。

tulations!
Congra

早瀬会員と藤本会員が
米山功労者の表彰を受けました。
▲お誕生日のお祝い：左より植屋 亨会員・木村 眞敏会長

村橋会員が地区より委嘱状を受けました。

▲事務所創立記念日のお祝い：左より村橋 義晃会員・木村 眞敏会長

2020-2021 年度 第三回 ノミニー理事会役員会議事録
日 時：2020年6月4日
（木）13：30〜15：30
場

所：太閤園 2F サファイアルーム

出席者義務者：理事・役員
出席者：金森・辻（一）
・村上・前田・檜皮 以上5名（敬称略）
欠席者：木村・栗山

開会の挨拶（金森会長エレクト）
ご参集有難うございます。次年度は第1週目役員会、
第2週目理事会と予定させていただきます。役員の皆
様ご出席宜しくお願いいたします。

審議事項
1. 2020〜2021年度 年間行事計画について
2. ニコニコ箱の件
3. 例会場設営の件

4. 週報の件
5. ホームクラブの皆出席の件
6. 細則第4条第1節 指名委員会細則変更の件
7. 通帳確認の件（次年度引継ぎのため）
8. 財政予算案の件
閉会挨拶（辻一夫会長ノミニー）
長時間でしたが、大変充実した役員会でした。
ご出席
有難うございました。

2020-2021 年度 第三回 ノミニー理事会議事録
日 時：2020年6月11日
（木） 13：30〜
場

所：太閤園 サファイアルーム

出席者：金森・辻（一）
・村上・前田・檜皮・戸田・辻（義）
・安達・満村・村橋・嶽下

以上11名（敬称略）

欠席者：木村・栗山・高島
オブザーバー：丸山

開会の挨拶（金森会長エレクト）

務所をみんなで見学にいくという計画で移動例会とし

皆さん今日は。4月2日以来の会合ということで誠に喜

て実施したい。正式には理事会を開催してから改めて

ばしく思っています。
コロナに対しましては、皆さん方

提出したい。今日は案として出す。 ⇒［ 承認 ］

も自粛ということで、大変だったと思います。お互いに
だんだんと元に戻りつつあると思いますが、気を引き
締めて平和な日が来るようにお祈りしたいと思ってい
ます。
いよいよ来月から新年度が始まります。
ノミニー理事
会を開催させていただいて、
ノミニーとして準備をし、
来週正式な第1回の理事会を開催し、いよいよ出発と
なります。皆様方のご協力の程をよろしくお願い申し
上げます。
私の年度は、理事会の進行役は私が務めさせていた
だきまして、
また、各担当役員理事の方から提案と審議
と議決という段取りでやって頂きたいと思っています。

［檜皮会員］
今年度までは、ニコニコ箱は奉仕事業の方に充当して
いたが、奉仕事業というのは均等にみんなが出すとい
う趣旨から、いままでばらつきがありますので、奉仕事
業は四つのテストからみても、やはり皆さんが均等に
出さなければいけないということから、今年は奉仕事
業の原資は会員が均等に負担すべきとします。
ニコニコ箱を3ヶ月ごとに報告させていただきますが、
1年たちましたら領収書と会計報告をさせていただき
ますのでそういう形に持っていこうと思っています。
ニコニコはいままでどおりで自由です。奉仕事業で足
らなくなればニコニコから出してもらうということです。

審議事項
1. 2020〜2021年度

2. ニコニコ箱の件

年間行事計画の件

［村上幹事説明］
変更点は、9月のライラが中止となりました。以外は変
更なし。
卓話に関しては、4月5月の卓話の中で6名の方が、外

周年の時などで大きな資金が必要なときは、ニコニコ
から出します。支出のときにはその都度理事会で承認
を取る。 ⇒［ 承認 ］

3. 例会場設営の件
［前田会員］

れている。
これを急きょ中に入れさせていただいた。以

金森年度の例会場での、配席は会長、幹事を含め、ひ

外は大きな変更はなし。 ⇒［ 承認 ］

な壇方式を廃止し全員同じテーブルに配置する。
また、

［辻義光会員］
三世代事業は、金森年度では大阪中之島RCが幹事役
でしたが、台風そしてコロナの影響で、大阪天満橋RC
が出来なかったため、改めて来年も、引き続いてやり
たいということで1年ずれて、来年度も大阪天満橋RC
がやるということで、同じ琵琶湖で同じような事業をや
るということを聞いている。
日程は3月28日。
⇒［ 承認 ］
［檜皮会員］
青少年クラブフォーラムを卓話としたい。実施日5月
18日 ⇒［ 承認 ］
［戸田会員］
11月19日の職業奉仕は、
コロナの第2波来る可能性
がるため、迷惑があまりかからない形で、ガバナー事

月に何回かは指定の席を決めたいと思います。
⇒［ 承認 ］

4. 週報の件
［辻一夫会員］
週報を親しみの持てるものに変えていきたい。私の小
学生時代の思い出とか、写真と簡単な文章で原稿用紙
1枚ぐらいを書いてもらい週報に取り入れていきたい。
コスト的には、問題はないようです。
⇒［ 承認 ］

5. ホームクラブの皆出席の件
［辻一夫会員］
100パーセント目標の日を決める、
ガバナー訪問日、
ガ
バナー補佐訪問日、公式行事などを行事予定に組み込
んでいく。 ⇒［ 承認 ］

6. 指名委員会細則変更の件
［村上幹事］

7. その他
［檜皮会員］

現在、細則第4条の指名委員会がありますが、現在は地

予算案の作成について

区出向者の推薦を今どこでやっているのか分からない

特別会計積立金は、今年度は積立てはしない。今年度

ので、
この細則を変更し、地区出向者の推薦をして理事

の社会奉仕、国際奉仕、青少年、職業奉仕で160万円

会に報告する文案を今回設けたいというのが細則の変

の計画となる。奉仕事業については、各会員が均等に

更です。

負担すべきと考える。

次年度地区委員を推薦するということになりますので、

各委員会の予算付けについては、次回の理事会で審

この推薦を今回6月の理事会で決定して、7月の例会の

議することとする。

場で細則改正を提案することになります。
⇒［ 承認 ］

2020-2021 年度 第1回

7月度定例理事会議事録

日 時：2020年6月18日
（木） 13：40〜
場

所：太閤園 ゴールデンホール

出席者：金森・辻（一）
・栗山・安達・西田・満村・戸田・辻（義）
・前田・檜皮・嶽下
欠席者：木村・高島・村上

以上11名（敬称略）

以上3名（敬称略）

オブザーバー：丸山・杉村

冒頭に村橋会員が、地区委員の経緯についての説明と謝罪のあいさつをされました。
開会の挨拶（金森会長）
ただ今から、第一回の理事会を始めます。今日は、村
上幹事は体調不良のため欠席することになりました。
よろしくお願いします。
まず初めに、今月になってから役員会そして先週のノ
ミニー理事会にご参加いただきましてありがとうござ
います。
コロナの影響から郵便でずいぶんと自分の想
いを申し上げてきましたので、その辺のところ選択し
て頂いて、各理事がそれを胸に執行していただけた
ら幸いかと思っています。
理事会は、私の年度ではオープンとさせていただきま
す。できれば、新人のまだ日の浅い会員で、研修をう
けて頂く会員の方には、理事会には1回ぐらい顔を出
してほしいということを言っていただければ幸いかと
思っています。

【報告事項】
1. 名誉会員の件
6名の方から承諾書をいただいた。

2. 記念品の件
・結婚記念日は、胡蝶蘭を贈る。
・誕生日は、果物を贈る。
・会社設立記念は、盾を贈る。

・食事（ライトミール）は、第1週は洋食で、2週4週は和
食、3週はライトミールとする。
・大蔭ガバナー補佐訪問の件は、7月9日にご挨拶に来
られる。
・米山特別寄付は、木村年度を踏襲して、任意とする。
・クラブ協議会については、例会終了後の1時間程度
の協議会を行う。
・メーキャップの基準と範囲ですが、前年度を踏襲し
たいと思います。
また、
コロナ対応について、個別案
件が出れば理事会で議論していきたいと思います。

【審議事項】
1. 2020-21年度年間行事計画の件
［会長説明］
会長幹事慰労会を恒例行事でしたが、
コロナの影響
で当分の間見合わすこととしたい。
⇒昼間の例会で、5分程度で感謝の気持ちを込めて、
記念品と花束を贈ることとする。
7月16日 ⇒［ 承認 ］

2. 2020-21年度予算案の件（檜皮会員）
・添付資料

⇒［ 承認 ］

・ニコニコは、ニコニコの通帳にいれる。年度末には領
収書を発行する。 ⇒［ 承認 ］
・ニコニコの報告は、2ヶ月に1回理事会で報告する。

会長

・添付資料について 細則項目追加改正の提案

計画のない事業を実施するときに、ニコニコ箱か
らだすこととする。奉仕事業に供するのがニコニコ
箱の本来の姿と思う。 ⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

【協議事項】
1. 事務局員雇用契約書等の作成及び雇用条件の見

会計

直しの件

会計については、今までと大きく変更しましたとい
うことを、会員に説明すべきと思う。 ⇒［ 承認 ］

委員会「労務会議」
を立ち上げる。
会長エレクト
（辻）、会長ノミニー（栗山）、村上幹事次

3. 各委員会からの事業計画の件（会長）

期幹事（嶽下）
、会計（檜皮）

・今日の新旧合同クラブ協議会で説明していただいた

⇒［ 次回理事会で審議する ］

ので、付け加えるものがあれば説明をお願いします。

2. インターアクトの委員会の方向性の件

⇒［ 特になし ］

社会奉仕・青少年奉仕委員会を分割独立すべきか

・親睦について

⇒［ 次回理事会で審議する ］

例会後この太閤園で、会員同志の任意での親睦を深
めていただきたい。
（たとえば、太閤園が行っている
イベントに参加するなど）

3. ITを使っての会務運営検討をする委員会の立ち上
げについて

4. 細則第4条第1節に、次年度地区委員推薦の項目

⇒［ 次回理事会で審議する ］

追加の件（会長）

【 20年7月 行事予定】
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

2日
（木）

1284

1

会長・幹事方針

金森会長・村上幹事

9日
（木）

1285

2

五大奉仕委員長方針

栗山委員長・戸田委員長
第2回8月度理事会
辻（義）委員長・高島委員長

16日
（木）

1286

3

クラブ奉仕委員会
クラブフォーラム

クラブ奉仕委員会：
栗山委員長

23日
（木）

-

-

休会①→祝日 海の日

30日
（木）

1287

4

(小）委員会活動方針

RI地区会議行事、
クラブ行事
直前会長・幹事慰労会
日程：7/16（木）
IM6組会長幹事会（第2回）
日程：7/22（水）18時
会場：帝国ホテル

前田委員長・檜皮委員長
辻（一）小委員長・安達小委員長
西田小委員長・満村小委員長

【 20年8月 行事予定】（会員増強・拡大月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

6日
（木）

1288

5

13日
（木）

-

-

休会②

20日
（木）

1289

6

ガバナー補佐訪問日

27日
（木）

1290

7

卓話担当者

会議、行事

会員増強維持委員会：
安達委員長

第3回9月度理事会

卓話担当：西田会員

第1回クラブ協議会

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区青少年委員長会議
日程：8/22（土）
会場：大阪YMC会館

卓話担当：小原会員

【 20年9月 行事予定】（基本的教育と識字率向上月間）
日付

通算No.

今期

3日
（木）

1291

8

10日
（木）

1292

9

卓話担当：藤本会員
前年度事業報告：安達会員
前年度会計報告：北村薫会員
前年度会計監査報告：西田会員

17日
（木）

1293

10

24日
（木）

1294

11

ホームクラブプログラム
ガバナー公式訪問日

臨時総会（事業・決算報告）

卓話担当者

会議、行事

簡ガバナー訪問日

卓話担当：檜皮会員

第4回10月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区ロータリー財団セミナー
日程：9/12（土）
職業奉仕委員長会議
日程：9/5
米山奨学委員長会議
日程：9/26（土）
職業奉仕出前授業
日時：9/24（木）18時〜17時30分

2019-2020年度 Rotary International District 2660
大阪中之島RC

1年のあゆみ

2019年
7月

1日

太閤園駐車場

全面有料化

4日

・木村会長・安達幹事活動方針発表
・ロータリーデー打ち合わせ

7日
11日

米山奨学生

学友会（KKRホテル大阪）

・四大奉仕委員会委員長活動方針発表（辻 一夫クラブ奉仕委員長、辻 義光職業奉仕委員
長、井本社会奉仕委員長、下岡国際奉仕委員長）
・第2回8月度理事会開催

12日

・大阪大手前RCに表敬訪問
・三世代合同奉仕事業

18日

木村会長・安達幹事

第1回打ち合わせ

・大阪大手前RCより山本会長・河野幹事が来訪
・クラブ奉仕委員会クラブフォーラム
（辻 一夫委員長）
・西田直前会長・藤本直前幹事の慰労会開催（太閤園 淀川亭）
・ロータリーデー実行委員会開催

24日

IM6組

会長・幹事会①（太閤園 淀川亭）

25日

各小委員会活動方針発表

26〜30日 モンゴル訪問（大阪3クラブ、台北3クラブでドクターカー寄贈）
27日
8月

1日
2〜6日
8日

社会青少年奉仕、国際奉仕合同委員長会議（社会福祉指導センター）
第1回クラブ協議会開催
インターアクトクラブ バンコク海外研修（檜皮会員・藤本会員参加）
・村橋会員卓話「日本刀から学ぶもの」
・第3回9月度理事会開催
・ロータリーデー実行委員会開催

21日

・にしなりこども食堂支援：ボウリング大会、食事会開催
・IM6組

9月

第1回フレッシュロータリアン親睦交流会委員会（大阪倶楽部）

22日

会員増強拡大月間として会員増強維持委員長卓話（藤本委員長）

23日

三世代合同奉仕事業

26日

インターアクト合同会議、懇親会開催

29日

村木会員卓話「知っていれば“トク”をするお話」

5日
12日

第2回打ち合わせ

インターアクト海外研修報告（開明中学校、高校生徒代表）
・岡本会員卓話「鹿と日本文化」 講師：福井 栄一様
・第4回10月度理事会開催
・ロータリーデー実行委員会開催

14日

地区ロータリー財団セミナー（大阪YMCA会館）

19日

・年次総会（事業、決算報告）
・前年度事業報告、会計報告、会計監査報告

26日

・佐賀野会員卓話「私の不動産業」
・日本語スピーチコンテスト、懇親会（開明中学校、高校）

28日
10月

3日

2019〜20年度 ガバナー杯野球大会開会
・北村ガバナー補佐訪問日
・第2回クラブ協議会開催

・山本米山奨学委員長担当卓話「米山月間に因んで」 講師：地区米山委員会 副委員長
生駒 伸夫様
10日

・社会青少年月間クラブフォーラム
（井本委員長）
「犯罪者の更生とその後」 講師：甲南大
学園田 寿教授
・第5回11月度理事会開催

12日

三世代合同奉仕事業「大阪市立児童院の子供たちを琵琶湖遊覧船に乗せてあげ食事会を
する」 → 台風19号の為、延期となる。

17日

・四宮ガバナー公式訪問日：午前11時より淀川亭にて懇談会
・IM6組

第2回フレッシュロータリアン親睦交流会委員会（大阪倶楽部）

24日

創立27周年記念夜例会、祝賀会（太閤園：桜苑） 台北福齢RCより7名参加

25日

台北福齢RCを迎えての食事会（芝苑）

11月 2〜4日

秋のRYLAセミナー（ホストクラブ：大阪南RC）

4日

野球同好会 ガバナー杯野球大会で初の完全優勝

6日

IM6組

7日

三世代合同例会開催（ヒルトン大阪）

会長・幹事会②（太閤園 淀川亭）

10日

米山学友会（本町：ヴィアーレ大阪）

14日

・ロータリー財団担当卓話（栗山委員長）
・第6回12月度理事会開催
・ロータリーデー実行委員会開催

21日

杉村会員卓話「ロータリアンであるべきこと」

24日

大阪中之島ロータリークラブ 第1回木村会長杯ゴルフコンペ開催

28日

・高島会員卓話「躍進するドイツワイン」 講師：茨木東RC 山野 寿様
（ヘレンベルガー・ホー

優勝：植屋会員

フ株式会社 会長）
12月

5日

・下岡会員卓話「フレイル予防に認知症（ニ）予防（ヨ）活動（カツ）」 講師：認知症予防活
動コンソーシアム 歌丸 和美様
・IM6組

7日
12日

第3回フレッシュロータリアン親睦交流会委員会（エチョラ）

成美学寮餅つき支援の会（社会青少年委員会担当）
・委員会報告・次年度総会・各委員長

理事役員決定

・第7回1月度理事会開催
13日

・地区大会：第1日目 分科会（大阪国際会議場）
・晩餐会（リーガロイヤルホテル）

14日

地区大会：第2日目 本会議（大阪国際会議場）

19日

夜例会・クリスマス家族会

26日

野球部祝勝会開催（芝苑）

2020年
1月

9日

会長・幹事

新年の挨拶（木村会長・安達幹事）

11〜16日 ベトナムVTT支援事業
16日

第1班 11日〜14日／第2班 12日〜15日

・村上会員卓話「地価動向とインバウンドの影響」
・第8回2月度理事会開催

2月

22日

IM6組

会長・幹事会③（太閤園 淀川亭）

23日

職業奉仕委員会クラブフォーラム
（辻 義光委員長）

30日

夜例会・上半期新入会員歓迎会

5日

太閤園3RC親睦懇親会

6日

・栗山会員卓話「関西医大国際交流センターについて」 講師：上記センター長 鈴鹿 有子様
・IM6組

打ち合わせ（寿の間）

第4回フレッシュロータリアン親睦交流会委員会（アラスカ本店）

13日

・辻 一夫会員卓話「私の写真雑感」
・第9回3月度理事会開催
・第1回ノミニー理事会開催

15日

地区チーム研修セミナー（追手門大学茨木キャンパス）

20日

・国際奉仕委員会クラブフォーラム
（下岡委員長） 講師：地区国際奉仕委員会

副委員長

檜皮 悦子様
・ロータリーデー実行委員会開催
27日

・辻 義光会員卓話「自転車とオリンピックについて」 講師：チーム マトリックスパワータグ
安原 昌弘監督
・例会後、“新型コロナウイルス感染拡大防止”の影響を受けて、今後の例会の開催につい
ての緊急理事会を開催（例会場にて）。全会一致で「来週より当分の間例会を休会する」の
決定。

6月

3日
18日

IM6組

会長・幹事会④：新旧合同（太閤園）

・例会再開
・第3回クラブ協議会開催（新旧合同）
・第1回7月度理事会開催

22日

IM6組 フレッシュロータリアン親睦交流会委員会（太閤園）

25日

・2019〜2020年度最終例会開催（昼間の通常例会として開催）
・木村会長、安達幹事退任挨拶

※2020年3月〜5月の3か月間で中止になった主な行事は、
3月

5日

北村ガバナー補佐訪問（第3回クラブ協議会）

7日

PETS（会長エレクト研修セミナー）

12日

・第10回4月度理事会
・第2回ノミニー理事会

4月

20日

三世代合同奉仕事業「市立児童院の子供たちと琵琶湖遊覧」 ホストクラブ：大阪天満橋RC

26日

太閤園3クラブ合同懇親会（ホストクラブ：大阪中之島ロータリークラブ）

2日

IM6組

9日

・第11回5月度理事会

第5回フレッシュロータリアン親睦交流会委員会（太閤園 オーキッドテラス）

・第3回ノミニー理事会
18日

地区研修、協議会（立命館大学茨木キャンパス）

25〜27日 台北福齢RC記念例会訪問（非公式）
5月2〜4日
9日

春のRYLA（ホストクラブ：大阪城南RC）府立青少年海洋センター
・ロータリーデー
・フレッシュロータリアン研修交流会（太閤園）

14日

・青少年奉仕委員会フォーラム
（井本委員長）
・新旧合同理事会

以上、特にロータリーデーとFR親睦交流会は残念でした。

2020学年度

米山奨学生オリエンテーション

コロナ禍の影響で延期になっておりました2020学年
度 米山奨学生オリエンテーションが2020年6月23
日
（火）16：00〜17：30の予定でヴィアーレ大阪にて
開催されました。米山奨学生の陳さんと共に出席して
参りました。
陳さんはとても頑張っておられますので皆様、
クラブ
全体でのサポートを宜しくお願い申し上げます。

カウンセラー 藤本 淳司

地区特別プロジェクト

ガバナー補佐 北村 讓

ルド贈呈し6月8日に贈呈式（4クラブの会長出席）
と、
地方独立行政法人大阪病院機構・傘下に5つの病院
（大阪天王寺RCが折衝窓口）への5千枚フェイスシー
ルド贈呈し、6月15日に贈呈式（8クラブの会長出席）
を行いました。15日の模様を添付の三紙が記事とし
て掲載してくれました。多少なりともロータリーの公
共イメージ向上に役立ったのではと思います。
これは新型コロナウィルス感染症蔓延の為、それに
対する地区と地区内クラブとの共同社会奉仕活動で
す。大阪中之島も関わっています。
クラブとして10万
地区特別プロジェクト
「友愛」の地区内クラブとの共

円拠出してます。又、
このフェイスシールドはパストガ

同社会奉仕活動でIM6組が担当した阪和第2病院

バナー片山様の国内の会社のクリーンルームで制作

（大阪帝塚山RCが折衝窓口）への5千枚フェイスシー

された安全安心なものです。

▲阪和第2病院贈呈式（Ｒ2.6.8）

▲読売新聞朝刊（Ｒ2.6.16）

▲ロータリー贈呈式（Ｒ2.6.15）

▲大阪日日新聞（Ｒ2.6.16）
▲産経新聞朝刊（Ｒ2.6.17）

米山奨学生

米山奨学生 陳 玉芬

皆様こんにちは、初めまして
台湾から参りました陳玉芬と申します。現在大阪経済

6

18

ニコニコBOX

金森：皆様、お元気で良かったです。

大学経済学研究科の博士課程で勉強しています。今

辻（一）
：嬉しいですね。頑張りましょう！コロナに負け
ないぞ！

年は二年生です。私の研究は台湾における日本統治

辻（義）
：ニコニコ

期及び国民党統治期の価格伸縮性についての実証

井本：皆さんに再会でき嬉しいです。ニコニコ

分析を行っています。趣味は歌うことと絵を描くこと

下岡：再会、いいものですね！

です。

吉田：皆さんお久しぶりです。バッジ忘れました。

今年は日本に来て六年目となります。日本に来て以

早瀬：ニコニコ

来一番好きなのは、友たちと一緒に自然をめぐること

福田：久しぶりネ〜

です。友たちと交流しながら、
自然の精神力を身につ

嶽下：お久しぶりです。ニコニコ

けることが楽しいです。普段のキャンパス生活は国際

北村（譲）
：ようやく再会できました。ニコニコ

交流チューター及び学校に所属する学生広報隊に

前田：皆さん、お久しぶりです。

参加しています。

村橋：例会再開を祝して！

ただいまコロナウイルスの影響により、外にいけな

西田：皆様、お久しぶりです。ニコニコ

く、SNSだけ通して、友たちとのやりとり及び授業を

満村：皆さんお元気ですか？お久しぶりです。ニコニコ

行っています。
このように、毎日部屋で一人だけの生

栗山：皆様お久しぶりです。
これからも頑張りましょう！

活を送っていますけれど、外にいけないこそ、
日々に

杉村：お久しぶりです。
ご自愛ください。

習い事で自分に力をつきます。
そうすればウイルスが

上瀬：やっと再開できますね。
よろしくお願いいたします。

抑えられたあと、
このような力をもって、
これから出会

本日合計 : ￥48,000
計 : ￥1,076,500
累

えた外国人及び日本人の学生たちに応援できると思
います。
今後ロータリークラブにおいて開催される活動を楽
しみにしています。今後ともどうぞよろしくお願い申し
上げます。

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

37名
5名
1名
31名
5名

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

86.11 %

●本日のゲスト
米山奨学生

陳

本日のメニュー

・ポルチーニと野菜のキッシュ 生ハム
・牛フィレ肉のポワレ温野菜添え 和風ソース
・ベジタブルサラダ、
コーヒー、
パン

玉芬 様

