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2020年7月9日
第1285回（本年度 第2回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

本日お話しさせて戴く予定で考えた挨拶内容が、早速今週のお手元
の週報に掲載されています。

実は、昨日週報の件で、梅原会員に教えを請うと、慣例で「本日から私
の挨拶文が載ること」が分かりました。というわけで、初回の私の『会
長の時間』内容は、週報をお読みとり戴ければと思います。そこで、実

本日のプログラム

次回 7/16 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　5大奉仕委員長 方針
　栗山 博道　クラブ奉仕委員長
　戸田 佳孝　職業奉仕委員長
　辻　 義光　社会・青少年奉仕委員長
　高島 凱夫　国際奉仕委員長
■第2回 8月度理事会
　13：40～　アメジストルーム

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　クラブ奉仕委員会

クラブフォーラム
　栗山 博道 委員長



質私の頭の中では2回目の『会長の時間』のご挨拶を
させて戴きます。

『会長の時間』内容については、2009-2010年度当
地区研修委員会委員をしていた時、初版編集に係
わった『ロータリーの心と実践・2015年度改訂版』
（2015年3月3日発行）47ページにクラブ会長は、会
長の役割として、各例会時に5分程度の『会長の時
間』をもち、クラブ活動やロータリー全般に関わる情
報を提供することが推奨されています。この時間は会
長にとっても、また会員にとっても、毎週のクラブ活動
の状況を知る上で大変貴重な時間です。

その内容はクラブや会員の活動についての話題や
情報を中心に行います。テレビや新聞に出てくる政
治や経済問題、或いは自分の趣味の話題は出来るだ
け別の機会に話すようにし、会長は『会長の時間』が
会員のクラブ活動への参画意識と意欲が高まる機会
になるよう努めることと記されています。

それに基づき私は、

お手元の今週の週報に掲載させて戴いた文面通り

　第1週＝当月月間テーマのこと

　第2週＝「ロータリーの友」の記事から

　第3週＝大阪中之島RCの歴史・話題

　第4週＝金森のRCでの体験談

を中心に時には、笑いありの『会長の時間』になるよ
う努めて参ります。

どうぞ、1年間よろしくお願い致します。

村上幹事に代わって、幹事報告を致します。
報告前に、先週の週報の第1回理事会の記載に欠席
者とす表示を出席者となっており正しい表示は欠席
者：で満村理事は出席ではなく欠席の欄で、欠席者
は4名となります。

■6月23日（火）は、藤本淳司会員が、本年度米山奨
学生カウンセラーとして、奨学生の陳さんと共に米
山奨学生オリエンテーションに出席して頂きまし
た。ご苦労様でした。

■7月2日（木）は、例会前に国際奉仕委員会が開催
されました。

　例会終了後、第2回理事役員会が開催されます。

　夕刻には、職業奉仕委員会が開催されます。

　尚、この日は5大奉仕委員長の方針挨拶が予定さ
れておりますのでよろしくお願い致します。

■7月9日（木）は大蔭ガバナー補佐が挨拶に来会さ
れます。公式訪問対応ではなく、表敬訪問対応との
ことです。

　五代奉仕委員会委員長方針の発表です。各担当委
員長様ご準備よろしくお願いします。

　例会時に細則規程に関する案件が上程・審議され
ますので、多数の会員の出席をお願い致します。

　例会終了後、第2回8月度理事会が開催です。

■7月10日（金）は、金森会長が大手前RCへ表敬訪
問致します。

■7月16日（木）は、クラブ奉仕委員会クラブフォーラ
ムです。栗山委員長よろしくお願い致します。

　大手前RC辻村会長、竹森幹事が表敬訪問に来会
される予定です。

　例会終了後、指名委員会開催致します。指名委員
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直前幹事  安達 昌弘



会構成会員の金森会長、木村直前会長、辻（一）会長
エレクト、村上幹事、嶽下次期幹事の皆様よろしく
お願い致します。

　大阪東RCとの新旧合同インターアクト委員会が開
催されます。詳細は委員会報告で檜皮委員長より
報告されます。

■7月22日（水）は、IM6組会長幹事会が帝国ホテル
で開催されます。金森会長、村上幹事出席します。

■7月23日（木）は、祝日により休会です。お間違えな
きよう願います。

■7月30日（木）は、各小委員会の活動方針の発表です。
　満村親睦委員会委員長、西田会員研修小委員会
委員長、辻一夫例会運営小委員会委員長、安達会
員増強・維持委員会委員長、前田SAA委員長、檜皮
会計担当の方々よろしくお願い致します。

■米山奨学生の陳さんは、毎月2回例会に出席され
ます。陳さんには、会員諸兄と一日でも早く親しん
で戴けるように「名札」渡しをして頂きますので、
「名札」の前で陳さんがおられたらしばらくは、ご自
分で名乗って頂ければと思います。

ご挨拶を申し上げる前に、井戸本様はじめ当クラブ
在籍中にご逝去された会員の御霊に心静かに黙祷
を捧げ哀悼の意を表します。

そして、本年2月初めより感染拡大が起きたコロナウ
イルス感染症でご逝去された人達の御霊に静かに
黙祷を捧げ哀悼の意を表しますと共に、感染症にか
かられた人達の一日も早いご快復と社会の安寧を願
います。

ところで、当クラブ初代・牛島会長には、大阪府歯科
医師政治連盟の理事の末席を汚している時に随分
お世話になりました。同じく5代・杉本会長にも大阪
府歯科医師会の会合で随分ご指導を頂きました。ご
縁頂いたお二人の先生の当会でのご功績に思いを
致し、今年度会長を務めさせて戴きます。

さて、

2020-21年度RI会長クナーク氏の年度会長テーマは、

「ロータリーは機会の扉を開く」と発表しロータリーと
は、クラブに入会するというだけでなく、「無限の機会
への招待」であると述べておられます。

「奉仕の行いは、その大小にかかわらず、助けを必要
とする人達のために機会を生み出すものである」・
「私達のあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機
会の扉を開いています」とも述べられています。

当地区2020-2021年度簡 仁一ガバナーは、今年度
地区ビジョンとして、3項目を掲げ、地区年次目標とし
て6項目を発表されました。

それぞれの項目の詳細については、ガバナー及びガ
バナー補佐訪問時に披瀝して頂きます。

2020-21年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長　金森 市造



簡 仁一ガバナーは、地区スローガンを

BACK, To the FUTURE
～基本に戻って、未来へ～

ロータリーの基本を再認識
ロータリアンとしての誇りと自信を
ロータリーの未来をつくる

とされました。その具体的な行動については、簡 仁
一ガバナー来訪時に直接お聞きできるものと期待し
ております。

私は、大阪中之島ロータリークラブ2020-2021年度
会長としての勤めをさせて戴くにあたり、理事各位の
ご協力を頂き下記の項目を目標にしていきますので、
会員各位のご協力をお願い致します。

スローガンとしては、

『脚下天照』　→　脚下きれいに天まで照らせ

具体的目標として、

　会員相互の親睦に寄与する例会運営
　例会運営並びに事業運営の見直

とします。

これらの具体的行動については、各担当理事・委員
会構成メンバーにより取り組んで戴く準備をして頂き、
年度中に実行して頂ける運びです。会員各位におか
れては趣旨をご理解頂き、進んで各種行事に御参
加・御協力よろしくお願いします。

ところで、私は、当クラブに入会させて頂いて5年とい
う短い期間を経て、会長という重責につかせて戴くこ
とになりますので、当クラブの歴史や会務上の決まり
事などについて昨年の4月から数人の会員にお世話
になり、教えを頂きました。

『郷に入れば、郷に従え！』という『ことわざ』通りであり
まして、当クラブの慣習や決まり事について理解をさ
せて戴いた上で、自分の会務運営についての具体的

な取り組み案を昨年末より各理事予定者に文書にて
伝えて、ご意見を頂き本日を迎えることになりました。

コロナウイルス感染による対応により、3月からの例
会が開かれなくなりそれに伴いノミニー理事会開催
も計画通り開催できない中でしたが文書作成にて私
の私案を各理事に送付し、第2回ノミニー理事会を4
月2日に開催し会務の骨格を審議取り決めて戴き第
3回ノミニー理事会を6月11日に開催し事業計画・予
算案を議決戴き、年次計画書を本日お手元に配布さ
せて戴くことができました。この準備にたいへんご尽
力を頂いた村上幹事に心より感謝申し上げますと共
に印刷期限間際まで、原稿収集に尽力頂いた事務局
江川様に感謝申し上げます。

会員各位ならびに理事各位には、またか！と思われる
ことを承知の上、会務に係わる私の思い・そして私の
性格・生活の処し方等を再三にわたりお伝えさせて
戴きましたので、この場で再度申し上げませんが、こ
の1年間の会務運営対応について、会務運営提案事
項を今一度、確認戴きたく存じます。

私自身のロータリーとの関わりは、昭和40年大阪歯
科大学2年の冬に私を歯科医になる道筋を建てて戴
いた木村清先生（枚方RC会員）のお誘いで参加した
枚方ロータリークラブのクリスマス家族会が最初の
出会いです。

その雰囲気は、自分が育った中で経験したことのな
い別世界でした。

地元の各界の名士が、身近におられることに身震い
するほどの感動をしたことを今も覚えています。いつ
か、私もこんなクラブに入会したいな！できる人にな
りたいな！と憧れていました。青年会議所卒業時の40
歳になって、『枚方―くずはロータリークラブ』入会の
お誘いを頂き30年間在籍していました。

70歳に叙勲受章の栄誉を頂いた機会に、各種会務・
肩書きを卒業すると決めていたので30年目の下期
の会費を納め卒業の手続きをして退会したのです。

当クラブには、下岡年度の晩秋に当クラブの会員有
志の方が伏見隆氏を支援して頂けるご縁を得てその
受け皿つくりをして、当クラブにご挨拶に伺ったのが
最初です。

くずはRC退会後半年を経て、嶽下年度初めにご縁を
頂き、当クラブにお世話になり現在に至っております。

と言うわけで、入会間もない、後期高齢者の仲間入り
の私が会長をさせて戴くとは、夢にも思いませんでし



今年度の幹事の村上俊二です。

金森会長から入会5年目の私に一昨年の夏に金森年
度の幹事にと指名されました。事務局がハッキリどこ
にあるのかもわからず、まして幹事が一体何をするも
のかよくわからないまま、何故か快く引き受けてしま
いました。

そして安達幹事には昨年1月よりノミニー理事会、理
事会、クラブ協議会の各議事録作成には丁寧な、か
つ突き放したかのような温かいご指導をいただきま
して、何とか議事録が作成出来る様に成長させて頂
き有難うございました。

この1年はロータリー歴豊かな金森会長のもと、また
金森イズムが鳴り響く中で、今こそロータリーの原点
に立ち返り、奉仕の根本を探究してまいりたいと思い
ます。

その為には、（1）例会の充実、（2）ニコニコ募金は奉
仕活動につかう事、（3）時代の変化に対応した規約
の改正を行うことであります。

（1）例会の充実はまず卓話の充実にあります。例会
の時間の半分は卓話であります。卓話は卓話者
が自分自身をさらけ出す場所だと思います。代理
卓話も結構なのですが、出来ましたらご自身のお
仕事、業界のこと、或いは趣味など自分らしさ、生
き様などをお聞かせいただいたら、なお皆さん方

２０20-21年度 幹事挨拶

幹事　村上 俊二

も満足し、感銘を受け、そして卓話が楽しければ、自
分の為や、思わぬ発見があれば、出席者も増えや
がては例会の皆出席も可能でないかとおもいま
す。卓話を鍛えようではありませんか？

また例会はまた出会いの場でもあります。ここに
きてこんな人に出会えた。異業種の人の集まりで
すからきっと出会えると思います。ちょうどこのク
ラブは40人弱で顔と名前がおぼえられる適正な
規模であります。　

（2）本来ニコニコ募金はクラブの運営の足らずを補
てんするものではありません。金に色がついてい
るわけがないし、何を固い事言うてんのか？との
批判する人もいます。しかしニコニコ募金の浄財
は本来奉仕事業のために使われるべきで、元より
我々クラブの人間がその恩恵にあずかってはな
りません。ここは一線を画したいと思います。今年
の会計予算書も予算収入に計上しておりません。

これからニコニコ募金は独立して通帳管理され、
今後予想される記念事業とか周年事業などに使
われてゆくことでしょう。

（3）今クラブで地区本部に出向して頂いている方が4
名おられます。おそらくクラブの多くの人たちは誰
が出向され、誰が推薦したのかも定かではありま
せん。そしてクラブの定款、細則を見ても地区出

たが、その機会を頂いたことに感謝致し、会員諸兄と
共にロータリーの諸活動を楽しもうと思っています。

私は、ロータリークラブにお世話になり、人間道を学
ぶ機会を得たと自負しています。

今日から始まる1年間、35年間のロータリー会員の
間に得た人間道はじめ会務諸般など、今まで学んだ
ことを復習し会長職を努めて参ります。

どうぞ、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ロータリー会員なら、例会に出席することが何よりです。

ロータリー会員で居続けることは、日々自問自答の戦
いです。

ロータリーは、経営塾ではありません、各会員が事業
に、専門職に日々切磋琢磨されている姿を肌で感じ
るところです。自ら、例会場で積極的に得られる雰囲

気を作ることです。

会員証を持てば、皆平等です。他クラブへメーキャッ
プすれば、さらに視野が広まります。

毎回例会出席で、自分に得るものが必ずあります。無
いと思うのは、自分が消極姿勢なのです。だって、少
なくとも『3つの健康確認と感謝』の自問自答できる
のですから。

人間道の宝庫である例会に参加して、自分磨きしま
しょう！

自分磨きができる例会場にするのは、まさにあなた
の意気込みです。楽しみましょう。

結びにあたり、コロナウイルス感染拡大の一日も早い
終息そして、平安な日々が来ることを願い、会員各位
の友情と親睦・結束の高まりを期待しております。



向について何の規定はありません。その時代は想定
していなかったのでしようか？これでは時代の変
化についていけません。出向されている人達に気

皆様こんにちは、二週間ほどお久しぶりです。

最初心を込めて、各ロータリアンの方々に感謝を申し
上げます。

六月分までの奨学金をすべて学費及び研究経費とし
て、使わせていただきました。無事に学費が払えるよ
うになりまして、誠にありがとうございます。ただいま
第二本目の研究もあと二節で終了します。これからも
自分のネジをしっかり締めて研究のほうに頑張って
いきます。

先週火曜日に米山奨学生オリエンテーション及び、
金曜日に学校の留学生1年生交流会にも参加してき
ました。ただいま奨学会においての自分はまた何も
経験していない後輩として、色々なことを楽しんでい
ます。一方、学校の留学生である後輩たちに対して、

米山奨学生 米山奨学生  陳 玉芬

私は先輩として自分が学校について知っていること
を後輩たちに教えています。

人との出会いは一番面白いこととは、自分の立場は
変えていくと、その場で物事を見る目線及び感じてい
る責任も変わっていくことだと思います。周りの人た
ちと接している同時に、自分も勉強しています。私の
星座は獅子座で、人の集まりやにぎやかな場所が好
きですけど、すぐに緊張してしまい、「オズの魔法使
い」にある「臆病なライオン」のように、自分の勇気を
望んでいます。それにより、これからの出会いに怖が
らなく、緊張しやすい自分に乗り越えていけると願っ
ています。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

の毒です。規約の改正が必要です。

そこで透明性と機動性を持つ指名委員会に推薦
いただきます。指名委員会は細則第4条に規定さ
れ、次期会長や次期理事を指名する重要な機関
です。この指名委員会に推薦してもらい、次の直
近理事会で報告されて、クラブの皆さんの応援を
受けて地区へ出向してもらい、おもいきり仕事を
していただくようにしてゆきたいとおもいます。

最後に会員の皆様方とロータリーライフを楽しみな
がら、かつ一心同体で奉仕事業を推進してまいりま
しよう。

この1年間全ての事業にご協力、ご指導、ご鞭撻いだ
きますようお願い申しあげ幹事挨拶とさせて頂きます。



7月2日のメニュー

▲お誕生日のお祝い：左より杉村 雅之会員・檜皮 悦子会員・
　早瀬 道圓会員・金森 市造会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・北口 竜輔会員・
　山本 肇会員・北村 讓会員・金森 市造会長・上山 英雄会員

・ピンク海老のキヌア和え　ポルチーニ茸と野菜のキッシュ
・サーモンとスズキのポワレ　ブールブランソース
・ハムとチーズ トマト彩りサラダ、コーヒー、パン

本日のソングリーダー  辻 一夫会員



●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6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 30名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 83.33 %

ニコニコBOX2
7

金森：いよいよ年度始まりです。よろしくお願いいたし
ます。

辻（一）：コロナに負けないぞーー

栗山：新年度ですね。よろしくお願いいたします。

戸田：金森会長、これから1年間よろしくお願いいたし
ます。

辻（義）：金森会長、村上幹事1年間よろしくお願いい
たします。

吉田：ニコニコ

早瀬：期初です。金森さん頑張ってください。

山本：会長、幹事、役員の皆さん頑張ってください。

高島：新年度を迎えて！！

嶽下：金森年度、1年間よろしくお願いいたします。ニ
コニコ

下岡：今年度もよろしくお願いいたします。

北村（讓）：金森丸のスタートですね。みんなで頑張り
ましょう！
早退のお詫び

前田：新年度でーす！今年はSAA担当です。

檜皮：待ちに待った金森年度がスタートしました。楽
しみな1年になりますね。

上山：金森新会長、よろしくお願いいたします。

村橋：新年度のスタートを祝して！！

北村（薫）：年初の例会、今年もよろしく！

西田：金森会長、村上幹事1年間よろしくお願いいた
します。

杉村：今年度もよろしくお願いします。

梅原：金森会長、村上幹事1年間よろしくお願いいた
します。

藤本：今年度、金森会長、村上幹事よろしくお願いい
たします。

本日合計 : ￥50,000
累　計 : ￥50,000

●本日のゲスト
米山奨学生 陳　 玉芬 様

職業奉仕委員会第一回打合せ

新年度初めての職業奉仕委員会が下記の通り3密を
避けて、３あつの中（暑い時期・熱いうどんすき・熱い
意見交換）9月24日の出前授業について行われまし
た。会員皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

日　時：2020年7月2日 18時～19時30分

場　所：道頓堀 うどん今井本店

出席者：戸田、村木、山本、北村薫、上山、安達（アド
バイザー）

議　題：出前授業「変形性ひざ関節症・老人性難
聴・口腔ケアとの付き合い方」

2020年9月24日（第4例会後、16時～17
時30分）

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）

職業奉仕委員会  村木 博行


