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会長挨拶
会長

第1287回（本年度 第4回）例会

金森 市造

本日のプログラム
♬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

次回 8/6 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会員増強卓話
担当：安達 昌弘 委員長
講師：地区クラブ奉仕・拡大増強委
員会委員長／東大阪RC
加茂 次也 様

大阪中之島ロータリークラブは、
創立年月日
RI加盟承認
認証状伝達式
スポンサークラブ
初代会長
創立時会員数

1992年10月29日
1992年11月20日
1993年 5 月13日
大阪大手前ロータリークラブ
牛島圭𡧃
45名

で発足したのです。初代の牛島会長は、10周年回顧録に初年度会長

在任を回顧してとの表題で「山本肇幹事の良識ある
行動に助けられ『連帯と融和で、楽しい和（輪）
をいつ
までも』」
というスローガンを掲げ、次の事項を優先課
題とし
1．親睦を密に
2．
ホーククラブの出席を強化する
3．同好会新設を促進する
4．健全財政を高める
と述べられています。
10周年回顧録の記載では、10周年時には、会員数
50名とのこと。創立までの足跡は
1992年7月3日 大阪大手前RCをスポンサークラブ
としてキーメン7名による初会合、
以後創立総会まで5回のキーメン
会議を開催されています
7月16日 新クラブ結成の説明会と懇談会を
開催
8月28日 新クラブ事務所を太閤園に開設
10月1日 第1回準備例会を開催
の準備例会開催
10月29日 創立総会
太閤園）

以後3回

第1回例会を開催（於・

12月3日 3年間100％の出世率の達成を理
事会で決議
1993年3月12日 大阪大手前RCの10周年記念式典
に大阪中之島RC会員が全員出席
本日は、各テーブルに創立時のことをよく存じておら
れるチャータメンバーの人達がおられましたら当時
の想い出話しで一時過ごして頂ければ幸いです。
創立時のご苦労に感謝申し上げあげます。

幹事報告 (7/16)
2020-21年度第1286回（第3回例会）

幹事 村上 俊二

幹事の村上です。
私事ですが、先月より体調を崩してしまい、長い間皆
様をはじめ、
とりわけ金森会長、安達前幹事にはご迷
惑をおかけし、大変申し訳ございません。
しかしやっ
と今日皆さまにお目にかかれて嬉しい限りであります。
それでは幹事報告をいたします。
本日は大阪大手前RCから辻村会長・竹森幹事がご
来訪されておられます。
ありがとうございます。
それから、先週の理事会で、定例理事会を9月より毎
月第3木曜日例会終了後に変更して開催する事が承
認されました。
それではこれからの行事予定を申し上げます。

■7月16日（木）本日、
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、
よろしくお願いします。
本日、例会終了後指名委員会が開かれます。
■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）、SAA、会計および各小委員会の委
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。
ご準備よろしくお願いいたします。
尚、例会終了後クラブ役員会が開かれます。役員
の皆様よろしくお願いいたします。
■8月6日（木）、会員増強・維持小委員会：安達委員
長の報告があります。
尚、例会終了後第3回理事会が開かれます。理事
役員の皆様よろしくお願いします。
■8月13日
（木）、定款により休会となっております。
■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。
檜皮インターアクト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。
コロ
ナの関連の為出来ておりませんのでこの日よろし
くお願いします。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出来たらとの要望があ
りました。
ということでありますので、小原会員ご準
備のほどよろしくお願いします。

クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム報告

クラブ奉仕委員長

栗山 博道

・オンライン例会は緊急事態宣言下か太閤園閉鎖時
に行い、
そのために備えをしておくべきであり、
どの
状態になればにオンライン例会を行うかのガイドラ
インが必要である。
・止むを得ずオンラインで例会を開催する事になるの
であれば、全会員が平等に参加できる器機・環境を
整えておく必要がある。そのためクラブの全会員に
オンライン例会に備えての研修を行う必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響で大阪中之島ロー
タリークラブでは3月より約3か月例会を中止した。
新型コロナウイルス感染症の第二波、三波に備えて
オンライン例会について討議した。
いうまでもないが通常時の例会は太閤園で行う。様々
な意見がでたが、以下主なものを抜粋した。

・新型コロナウイルス感染症関連で緊急事態宣言が
出た場合に全員がオンライン例会に参加できる状
況にないのであれば、
オンライン例会に踏み切るべ
きではなく、休会すればよい。
・オンライン例会をするのなら、通常の例会とオンラ
イン例会を同時にするのではなく、
オンライン例会
をするなら全員オンライン。
しないのであれば、全員
通常通りの例会でやるべきだ。

7月16日のメニュー

tulations!
Congra

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第59回米山功労者」の表彰を受けました。

ライトミール
ちらし寿司

白身魚南蛮漬け 赤出汁 コーヒー

茨木RCより地区代表幹事の吉田様がお見えになりました。 大阪大手前RCより辻村会長と竹森幹事がお見えになりました。

大阪大手前ＲＣに表敬訪問してきました
会長 金森 市造

7月10日
（金）に親クラブの大阪大手前RCに、安達直
前幹事と表見訪問に伺いました。
村上幹事が、体調不良でご一緒出来ないことになり、
私一人で伺うところでしたが、7月2日の例会場で、安
達直前幹事より
「金森さん、一人で行くらしいが私が
いこうか？」
と声かけして頂きました。私は、有り難く
「ご一緒して頂ければ、心丈夫です。お願いできます
か？」
と。
まさしく、
「渡りに船」
でした。
例会場の帝国ホテルは、
コロナウイルスによる影響
で、客足も少なく静かな雰囲気でした。
受付に参ると、辻村会長がおられて一安心しました。
また、例会場には安達直前幹事がすでにおられて一
安心しました。

7

16

ニコニコBOX

辻（一）
：ニコニコ
戸田：吉田さんが本をたくさん買い上げていただき、
皆様にくばってくださいました。
有難うございました。
吉田：早退のお詫び
高島：ニコニコ
嶽下：栗山委員長、
クラブフォーラムよろしくお願いい
たします。
下岡：ニコニコ
前田：久しぶりの良い天気
杉村：辻村会長、竹森幹事ようこそ大阪中之島RCへお
越しくださいました。
井本：久しぶりに晴れました。
コロナに気を付けてい
きましょう。
大阪大手前RC 辻村 和弘 会長・竹森 敏麿 幹事：
1年間どうぞよろしくお願い致します。

本日合計 : ￥28,000
計 : ￥94,000
累

実は、辻村会長とは、約20年ほど前に、歯科関係の仕
事をされておられる時に、
よく診療室に来て頂いてい
ましたので旧知の人で同時に親子クラブの会長をす
るということで、随分親近感を持ちました。
大阪大手前RCは、現在会員数23名その内出席免除
6名とのことで、全委員出席で17名とのこと。
頂いた週報に辻村会長の新年度の挨拶が掲載され
ていて、辻村会長の意気込みが読み取れました。そ
の中で、辻村会長は、入会以来15年間ホームクラブ
皆出席と披瀝されていました。いつか、
その秘訣をお
聞きしたいものです。
大阪大手前RCと大阪中之島RCの強い絆を願ってご
挨拶させて戴きました。

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

36名
6名
1名
28名
7名

出席率
6月25日の修正出席率

●本日のビジター

茨木RC
（地区代表幹事）
大阪大手前RC
（会長）
大阪大手前RC
（幹事）

●メイクアップ
藤本 淳司

第1回 親睦委員会
7月22日
（水）天満橋の縁にて今年度第1回目の親睦
委員会が開催されました。
米山奨学生の陳さんも参加いただき、和気藹々と今
年度の委員会活動について意見を交わしました。
コ
ロナウイルスの影響でどこまでの事業ができるか分
かりませんが、可能な限り委員会で取り組んでいこう
と一致団結いたしました。
ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

6 月23日

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

3名
0名
0名
0名

80.00 %
86.11 %
吉田 政雄 様
辻村 和弘 様
竹森 敏麿 様
米山奨学生
オリエンテーション

親睦活動小委員会 副委員長 梅原 一樹

