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2020年7月16日
第1286回（本年度 第3回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

本日の会長の時間は、お手元に届けられた「ロータリーの友」の誌面
よりお話しさせて頂きます。

皆様、ご存じの通り　会員の3大義務は「会費納入・例会出席・ロータ
リーの友購入」とありまして、会員になれば「ロータリーの友」は、毎月
お手元に届けられます。

本日のプログラム

次回 7/30 のお知らせ
♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　小委員会活動方針
前田SAA・檜皮会計・辻（一）例会運
営小委員長・安達会員増強小委員
長・西田会員研修小委員長・満村親
睦活動小委員長

♬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

※次週、7月23日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



ところで、皆様毎月お手元に届けられる「ロータリー
の友」しっかりとお読みになられておられますか？

本日は、初めてのことなので誌面の内容もさることな
がら、雑誌の枠組みについて確認したく思います。

雑誌は、活字が横組みと縦組みのページになってい
ます。横組みのページは、ロータリーのRIの会務・強
調月間に関する記事・日本の34地区の動き等が掲載
されています。

今月号では、巻頭言としてロータリーの友委員会委員
長 鈴木 宏さんの「ロータリーの友」、初年度月なので、
RI会長ホルガー・クナークさんの「人となり・ロータ
リーの関わり・ロータリーの思い」等が記されています。

私は、18ページ右欄に記された「どんなに一生懸命
に働いても、同時に楽しまなくては～」・「みんなが、
ロータリー活動を楽しみ、ロータリーの一員であるこ
とを誇りに思う」文言に共感しました。そのページの
後は、今年度34地区のガバナーの横顔です。各ペー
ジ読み続けると結構面白いです。今年は、34ガバ
ナー中女性は、3名おられます。その後は、国際ロータ
リー理事会・ロータリー財団管理委員会・ロータリー
米山記念奨学会・ロータリー文庫・ロータリー日本
100年史編集委員会の動きが各委員長のコメントと
して記載され、コロナ関連対応の活動も掲載されて
いますね。

縦組みの記事内容は、各クラブの活動報告・会員の
活動報告などで、今月号は、あの「ジャパネットたか
た」創業者の高田 明様の「夢持ち続け 日々精進」と
いうテーマでの基調講演要旨で私は大変興味深く読
みました。その内容は事業を立ち上げられる人の心
意気が十分に感じられる内容で皆様もさぞや興味を

幹事報告をいたします。
本日はIМ6組の大蔭ガバナー補佐がお見えでござ
いますので後ほどご挨拶をいただきます。また正式
な訪問日は8月20日に予定されています。
それでは7月度及び8月度の行事予定を申し上げます。

■7月9日（木）、五大奉仕、当クラブは4大奉仕委員
長の方針発表お願いします。四大奉仕とはクラブ
奉仕、職業奉仕、社会・青少年奉仕・国際奉仕のこ
とであります。
　来週各委員長宜しくお願い致します。

　この日の例会ですでに皆様には郵便で送らせて頂
きました指名委員会による地区出向者推薦のため
の細則第4条の改正を決議したいと思います。

　尚、例会終了後第2回8月度理事会が開催されます
ので理事各位の皆様よろしくお願いいたします。

2020-21年度第1285回（第2回例会）
幹事報告 (7/9)

直前幹事  安達 昌弘

持って読まれたことと思います。ちなみに高田さんは、
出身大学が大阪経済大学とのこと。今年度から2年
間我がクラブがお世話することになった米山奨学生 
陳さんが学んでおられる大学ですね。

陳さんから大学の様子をいつかの機会で聞きたいも
のです。

縦組みの内容は、会員の投稿・クラブの活動報告・会
員の活動・会員の声など各ページ楽しいですよ。皆さ
ん興味ある記事を読んで、27ページの『声』欄に投稿
しましょうよ！

折角、毎月お手元に届く雑誌ですので、時々読み返
して頂ければ必ず得るものがあると思います。来月
は、私が興味を感じた記事内容中心にお話しさせて
頂きます。



■7月16日（木）、クラブ奉仕委員会のクラブフォーラ
ムがあります。
　栗山委員長、内容の検討よろしくお願いします。

　例会終了後、指名委員会が開催されます。
　金森、木村、辻（一）、村上、嶽下会員はご予定の程
願います。

■7月22日（水）、IМ6組会長・幹事の第2回六輪会が
18時より帝国ホテルで開かれます。

■7月23日（木）、祝日（海の日）のため休会となります。

■7月30日（木）、各小委員会の委員長の活動方針の
発表があります。SAA前田委員長、会計檜皮委員長、
例会運営小委員会辻一夫委員長、会員増強・維持
小委員会安達委員長、会員研修小委員会西田委
員長、親睦活動小委員会満村委員長の6名の各委
員長、よろしくお願いいたします。

　例会終了後、8月度役員会が開催されます。

　役員各位は、ご予定の程お願い致します。

■8月6日（木）、会員増強・維持委員会の安達委員長
の報告があります。

　尚、例会終了後第3回理事会が開催されます。
　理事各位は、ご予定の程よろしくお願いします

■8月13日（木）、休会となっておりますのでよろしく
お願いいたします。

■8月20日（木）、大蔭ガバナー補佐訪問日でありま
して、例会終了後第1回クラブ協議会が予定されて
います。各委員長よろしくお願いします。また今期
第1回目の卓話者は西田会員となっておりますの
でご準備よろしくお願いします。

■8月22日（土）、地区青少年奉仕委員長会議が大阪
YМCAで開かれます。
　檜皮委員長よろしくお願いします。

■8月27日（木）、この日の卓話者は小原会員であり
まして、3月か4月には自己紹介の予定でしたが、コ
ロナの関連で出来ておりません。安達前幹事より
新年度の早い時期に小原会員に卓話の時間のな
かで卓話と同時に自己紹介もかねてお願いできた
らとの要望がありました。ということでありますので
小原会員ご準備よろしくお願いします。

2020-21年度

5大奉仕委員長方針

世界規模で新型コロナ感染拡大により、社会経済活動

全体に大変な影響を及ぼしています。まだ完全に終息

しない現状の中で、今私達ができることは何なのか、ク

ラブ、ロータリアンとしてどのように活動していけばいい

のかも従来のやり方を含め、柔軟に対応していかねば

ならないと思います。 

クラブ奉仕委員会には4つの小委員会があります。それ

ぞれに委員長がおりますので、その委員長と連携して、ク

クラブ奉仕委員会 委員長　栗山 博道 ラブ奉仕委員会を運営委していきたいと考えております。

①会員増強・維持小委員会
会員増強は、クラブ運営にとって財政の安定と・

ロータリー活動の活性化に必要不可欠であり、さら

なるクラブの発展の重要な土台となるものでありま

す。ご協力お願い致します。

②例会運営小委員会
ロータリー活動の基盤は例会活動の中で形成され

なくてはなりません。ご協力お願い致します。

③親睦活動小委員会
今年度は、新型コロナ感染症の蔓延が続く中で、無

理のない親睦活動を行います。ご理解の程宜しく

お願い致します。

④会員研修小委員会
ロータリーに対する理解を深めてもらうと同時に、

知識や奉仕活動の意識などを学んでもらうように

いたします。

皆様何卒ご協力お願い申し上げます。



当クラブは北村会員が地区の職業奉仕委員長をされま

したし、職業奉仕の理念に詳しい諸先輩が沢山おられ

ます。その方々に対して私のような若輩が職業奉仕につ

いて書くのは僭越ではございますが、このような考えも

あるとのことでご容赦下さい。

本年度の簡ガバナーの方針、地区ビジョンの2番目は

「ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、

世界及び地域社会で良い変化を生み出す」です。このよ

うに、職業奉仕はロータリーの根幹でありながら、社会、

国際およびクラブ奉仕と異なってクラブ単位での行事

が困難です。その理由は、日本語で職業奉仕と訳された

vocational serviceとは「自分の仕事は相手の望んでい

る事をかなえるために使いましょう」という超我の奉仕

と訳されたサービスアバッブセルフ、お金儲けをしたい

という欲望を抑えた個人が抱く職業的理念に根ざして

いるからです。

しかし、ロータリークラブが現在抱えている大きな問題

として会員数の減少と高齢化です。それを解決するため

職業奉仕委員会 委員長　戸田 佳孝

に世間の皆様にロータリークラブの特徴である職業奉

仕を知って頂き、公共イメージを向上することが大事だ

と僕は思います。　

また、2016年の国際ロータリーの定款では「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

とも含まれる。」という条項が追加されました。

この条項に従って本年度の職業奉仕委員会の方針は

「目で見える職業奉仕を行うこと」をとしました。具体的

には職業的手腕を利用した出前授業です。出前授業は

学生に行うのが一般的ですが、現代の社会的ニーズと

いう点では高齢者の健康に関する講演も含まれると僕

は考えました。

僕は著書やテレビ出演を通じて中之島朝日カルチャー

センターで度々講演をさせて頂きました。中之島という

名前は当クラブの地元のように感じます。朝日カル

チャーセンターで講演する前には朝日新聞に講演内容

が掲載されます。その新聞記事を使ってロータリークラ

ブの公共イメージを向上したいと考えています。

9月24日例会後の午後4時からフェスティバルタワー18

階の中之島朝日カルチャーセンターで出前授業を行う

予定です。対象は高齢者でテーマは「変形性ひざ関節

症、老人性難聴、口腔ケアとの付き合い方」です。第一部

では、私が「1日半分のアボカドと筋トレでひざの痛みは

ラクになる」という話をします。次に栗山会員が「耳の構

造と難聴」という講演をして下さり、次に、金森会員が

「高齢者の歯の取り扱い説明」という話をして下さいま

す。第二部では高島会員の司会の下、私、栗山会員、金

森会員によるパネルディスカッションを行います。なお、

出前授業の2週間前の9月10日の例会後午後3時30分

から同じ会場で予行演習を行います。会員の皆様にお

かれましては奮って御参加頂き、ご意見を賜りたく存知

ます。

本年11月19日にはトヤマビル東館にある2660地区ガ

バナー事務所への職場訪問を予定しております。当日

は吉田地区代表幹事が案内して下さるそうなので是非

ご参加下さい。トヤマビルは我が父戸田孝がオーナー

ですので、自由が効くので本館の応接室で移動例会を

する予定です。また、卓話は東淀ちゃやまちロータリーク

ラブのメンバーであり、僕の兄である戸田和孝に依頼し

ております。兄も建築士として地震の時の対処法につい

て多数の小学校で出前授業を行っておりますので、そん

な職業奉仕関連の卓話をする予定です。移動例会にも

奮ってご参加頂けるようにお願い申し上げます。



2020-21年度の活動方針

2020-21年度、大阪中之島RCの社会青少年奉仕委

員会の主たる活動は次の通りです。

1．社会福祉法人「成美学寮」への支援
今年度は11月28日（土）に学寮の寮生とともに

恒例の餅つき大会を行います。

今まで参加できていない会員方々にも多数参加

いただき、施設で生活している寮生、またその寮

生をお世話している先生方に少なからずふれあう

ことで、社会福祉への理解に繋がればと思います。

2．三世代合同社会奉仕事業
昨年度大阪天満橋RC様が企画されていました

三世代合同奉仕事業が台風、新型コロナの影響

で2度延期となり、結果的に中止となりました。

今年度我クラブがこの事業の幹事役ではありま

すが、再度大阪天満橋RC様が幹事役となり、昨

年度計画された合同奉仕事業を行うこととなり

ました。

大阪市立児童院の子供たちと琵琶湖の水環境、

歴史、文化を学び、クルーズ船での琵琶湖一周、

食事を計画しています。

3．大阪開明中・高校インターアクトクラブ（IAC）に
ついて
我クラブが提唱した大阪開明中・高校インター

アクトクラブも3年経過しました。

次年度から2660地区で行うインターアクトクラ

ブの全体事業の幹事校として大阪開明中・高校

IACが担います。

社会・青少年奉仕委員会 委員長　辻 義光

国際奉仕委員会 委員長　高島 凱夫

2020～2021年度クラブ国際奉仕委員会方針

皆様方ご存知の通り、日本・世界各国で蔓延している

「新型コロナウィルス感染症」により、2020～2021年

度の国際奉仕活動、特に人道奉仕活動は極端にその

範囲を制限されます。例えば前年度奉仕活動を実施

したMONGOLIAにおける活動を検討・現地視察を予

定致していましたが、やむなく中止致しました。

そこで、もう一つの活動である国際親睦活動に力を注

ぎたいと考えています。

2021年6月に台湾・台北市で開催予定の国際大会、

時期を同じく開催される姉妹クラブ 台北福齢RC周年

記念への参加を促進したいと思います。本年8月に訪

台参加者の募集を行い、秋には国際大会への参加申

込みを行いたいと考えています。

会員諸兄に於かれましては、早い時期にご家族とご

相談を願い、参加募集時にはスムーズに国際大会へ

の参加申込みが出来ますようご協力をお願い申しあ

げます。

来年2021年1月21日には職業奉仕フォーラムを行いま

す。予定議題は「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」です。よろしくお願いします。

ご静聴有り難うございました。

次年度は2660地区の全IACの事業を冊子に纏

めた「スクラム」の作成。2023年にはIAC海外研

修の幹事校、2025年はIAC年次大会、新入生歓

迎会、IAC委員長の当番校として活動します。

今年度、大阪開明IACとの関わりを今以上に持

つためにも、大阪開明IACが行う社会活動に積

極的に協力参加を行い、支援していきます。

今年度、会員皆様のご協力、ご支援よろしくお願い

いたします。



日　時：2020年7月9日（木）　13：40～
場　所：太閤園　2F　アメジストルーム
出席者：金森・辻（一）・安達・満村・西田・戸田・辻（義）・高島・前田・檜皮・嶽下　以上11名（敬称略）
欠席者：木村・栗山・村上　以上3名

2020-2021 年度 第2回　8月度定例理事会議事録

開会の挨拶（金森会長）

新しい年度に入り、うまくスタートすることができまし
た。これから1年間よろしくご協力をお願いいたします。

【報告事項】

・ 休会届の件
木村会員から休会届が出ています。休会届ですので

一応報告させて頂きます。後ほど出席免除等につきま

して審議をしていただきたいと思います。

【審議事項】

1. 事務局雇用契約書作成及び雇用条件見直しの件
＝ 進捗状況
（辻一）事務局員の意向も勘案し、社労士の専門家に

任せてスムーズに準備を進めているところです。有給

休暇、退職金規定等検討中です。

　⇒［ 報告 ］

2. インターアクト委員会方向性の件

現在、社会奉仕・青少年奉仕委員会内で対応している

が、インターアクト対応について理事会での発言が、

社会奉仕・青少年委員会委員長を通じてのことになる

ので、的確に行われているとは言い難い。このため青

少年委員会を独立しち、五大奉仕とするかどうかの議

論があったが、意見がまとまらなかったので、戦略委

員会に委ねることとした。

　⇒［ 承認 ］

3. ITを使っての会務運営を検討する委員会の立ち上
げの件
栗山会員をヘッドにして井本会員、梅原会員を委員ほ

か1～2名を増やしてIT関係（ズーム、会議、例会とか

ITを使っての会議）でのソフト、ハード面での検討委員

会を立ち上げる件。

　⇒［ 承認 ］

4. 細則第4条1節に地区委員推薦の項目対応の件
本日の例会で承認された。

　⇒［ 承認 ］

5. 奨学生例会出席の件
月2回例会に出席して頂いていますので、食事代が1

回増えます。担当教官の了解を得ておくこと。カウンセ

ラーに伝えておく。

　⇒［ 承認 ］

6. 指名委員会日程の件
指名委員会は、来週16日に開催をする。運用について

の検討をさせていただきます。　　

　出席者：嶽下、辻一、村上、金森

　⇒［ 承認 ］

開会の挨拶（金森会長）

金森会長年度が始まり、理事・役員方々のご協力の下

理事会役員会を開催させていただきます。宜しくお願

いいたします。

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
直しの件

日　時：2020年7月2日（木）13：40～14：30
場　所：太閤園
出席者義務者：理事・役員
出席者：金森・辻（一）・栗山・前田・檜皮　以上5名（敬称略）
欠席者：木村・村上

2020-2021 年度 第四回　理事会・役員会協議録

2. インターアクト委員会の方向性の件

3. IT化プロジェクト委員会発足の検討の件

4. 理事会日変更の件（役員会との日にち調整のため）

5. 津崎さん退会のためにソング担当人選の件

閉会挨拶（辻一夫会長エレクト）

ご出席有難うございました。



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）

1288

-

1289

1290

5

-

6

7

休会②

ガバナー補佐訪問日

会員増強維持委員会：
安達委員長

卓話担当：西田会員

卓話担当：小原会員

第3回9月度理事会

第1回クラブ協議会

地区青少年委員長会議
　日程：8/22（土）
　会場：大阪YMC会館

【’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 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）

1291

1292

1293

1294

8

9

10

11

ガバナー公式訪問日

臨時総会（事業・決算報告）

簡ガバナー訪問日

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

卓話担当：檜皮会員

第4回10月度理事会

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

【’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 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

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1295

1296

1297

1298

-

12

13

14

15

-

社会奉仕委員会フォーラム

次年度理事・役員発表

創立28周年記念夜例会

休会③

地区米山奨学委員会

社会奉仕委員会：
辻（義）委員長

卓話担当：植屋会員

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会

地区公共イメージ向上セミナー
　日程：10/10（土）
　会場：大阪YMCA会館
クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委員長会議
　日程：10/17（土）
米山奨学委員長会議
　日程：9/26（土）
　会場：大阪YMCA会館
三世代合同奉仕事業

【’20年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）

7. 理事会日変更の件
本年度から、第1週木曜日に役員会を開催することと

なった。この結果、議案等の整理などから、時間的な余

裕がないため、毎月第1週木曜日を定例役員会、第3

週木曜日を定例理事会の開催とさせていただきたい

と思います。細則変更。

　⇒［ 承認 ］

　　（8月分分のみ、役員会は7月30日、理事会は8月 

6日とする）

8. 津崎会員退会に伴う、ソング担当の人選について
小林会員を推薦する。

　⇒［ 承認 ］

9. 木村会員の出席免除の件
休会届出がでていますので、出席免除をしたいと思い

ます。

会費は支払ってもらうが、食事代だけを免除とする。

　⇒［ 承認 ］

10. その他
・職業奉仕委員会の出前授業の実施について

  「朝日カルチャーセンター連携シンポジュウム」

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）

お疲れ様でした。ありがとうございます。



●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0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 %
6月18日の修正出席率 94.44 %

ニコニコBOX9
7

辻（一）：ニコ×2

戸田：雨がうっとおしいですね。

吉田：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：SAAの前田です。座る席の指定は月初だけです。

小原：ニコニコ

本日合計 : ￥16,000
累　計 : ￥66,000

●本日のゲスト
米山奨学生 陳　 玉芬 様

●メイクアップ
佐賀野 雅行   6 月12日 大阪大手前RC
村上 俊二   6 月  3 日 IM6組六輪会
高島 凱夫   6 月17日 第6回 諮問委員会

●本日のビジター
ガバナー補佐（大阪大手前RC） 大蔭 政勝 様

小　鉢 煮凍り　海老　百合根　小倉
  なめ茸　美味出汁

三枡
 造　り 鯛半洗い　焼目蓬麩
  紅芯大根　金魚草　あしらい

 焚　合 冬瓜　鶏そぼろ味噌掛け
  赤・黄パプリカ

 八　寸 （小付） 鮪志ぐれ煮　コハク玉子
 カマス三つ網ウニ焼
 朝顔大根　バイ貝旨煮
  茶巾丸十　小袖蒲鉾

温　物  米茄子鴫炊き　糸花　洗い葱
  卸し生姜

食　事 玉蜀黍ご飯　香の物

留　椀 赤出汁

IМ6組の大蔭ガバナー補佐がお見えになりました。

7月9日のメニュー


