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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1296回（本年度 第13回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

今月の強調月間テーマは、「経済と地域社会の発展月間・米山月間」
です。

昨年の「ロータリーの友10月号」には、事例として閉店した店舗が目
立つシャッター通り化した商店街の活気を取り戻すプロジェクトに取
り組む若松ロータリークラブの活動が掲載されていました。

若松ロータリークラブの地元にある北九州市の明治町銀天街の空き

本日のプログラム

次回 10/15 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　社会奉仕クラブフォーラム
辻 義光 社会・青少年委員長

♬SONG : 「我らの生業」
●卓話　
井本 万尋 会員
■第5回11月度理事会
13：40～　ゴールデンホール西



店舗を1年間無料にて借りて商店街の他の店と競合
しないうどんをメインとした食堂『食○うどん』を開店
させて地域の経済発展の起爆剤になればと意気込
んでいる姿が垣間見られました。「経済と地域社会の
発展」という月間テーマを、会員諸兄はどのように受
け止めておられますか？大阪でも郊外にて活動基盤
を置くRCにとっては、地域密着型として「地元の経済
と地域に密着した事業」に取り組みやすいと思いま
すが、我が大阪中之島ロータリークラブにとりまして
は会員諸兄の事業活動基盤の地域が限定しかねる
ので、このテーマでの具体的な活動範囲を絞り込み
にくい感がします。そこらあたりを、社会奉仕・青少年
奉仕委員会や職業奉仕委員会で検討して頂ければ
有り難いです。

もう一つの月間テーマ『米山月間』ですね。本日の卓
話スピーカーに地区や米山学友会の現状をお話しし
て頂くことになっていますので、私からは素朴な感想
の一端をお話しさせて頂きます。

まず、寄付金についてですが、「普通寄付金」・「特別
寄付金」の2種類があります。「普通寄付金」は各クラ
ブが決定した金額を会員各位に均等に負担して頂き、
その金額を毎年安定財源として全クラブが納めるも
ので、「特別寄付金」は個人・法人・クラブからの任意
寄付で金額に決まりがなくロータリアン以外の方か
らの寄付も受け付けるものです。

『紺綬褒章』が授与されます
個人では500万円以上、団体・企業などは1,000万
円以上を寄付した場合、定められた条件を満たせ
ば授与申請されますよ!

『寄付金控除』ができます
納めて頂いた寄付金は、確定申告時に個人事業主
の確定申告に寄付金控除対象になります。

素朴な疑問：

1．奨学期間が終わったら奨学生との交流が途絶える
のは、どうしてですか？

奨学生期間中にクラブ内諸行事に参加して交流
をしていたのに、卒業したら途絶えるのは？当クラ
ブ内で米山学友会を立ち上げてはどうか！

2．中国人奨学生が多いのはなぜ？

私は、以前G補佐をしていた時、地区会合でよく質
問しました。2012年度は半数に達していたが最近
の2019年度では39％になってきているとのこと
です。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

それではこれからの行事予定を申し上げます。

■10月1日（木）、10月は米山月間です。米山奨学委
員会 北村 讓 委員長、卓話よろしくお願いします。

　また、例会終了後クラブ協議会が開かれます。委員
会報告となりますので、各委員長の皆様よろしくお
願いします。

■10月8日（木）、10月は米山月間と共に、経済と地
域社会の発展月間でもあります。

　社会奉仕委員会のフォーラムがあります。辻 義光
委員長よろしくお願いします。

■10月10日（土）、地区公共イメージ向上セミナーが
大阪YМCAにて行われます。

■10月15日（木）、この日の卓話者は井本会員となっ
ております。ご準備よろしくお願いします。

　またこの日は次々々年度会長、次々年度幹事、次
年度会計、次年度SAA及び次年度7名の理事候補
者の発表があります。

　例会終了後、第5回11月度理事会が開かれます。

■10月17日（土）、この日は午前にクラブ国際奉仕委
員長会議、午後から社会奉仕委員長会議が共に大
阪YМCAにて開かれます。高島委員長並びに辻 義
光委員長よろしくお願いします。

■10月22日（木）、この日は、クラブ創立28周年の記
念例会があります。いつもは、夜例会なのですが、

2020-21年度第1295回（第12回例会）
幹事報告 (10/1)

幹事  村上 俊二

3．日本人は、なぜ対象外？

1967年の設立趣意書に基づき、外国人留学生の
みを対象にしている。日本人学生の支援は、グ
ローバル補助金・地区補助金で支援している。



今回はコロナ感染等の予防の観点から昼に記念例
会を行います。

■10月29日（木）、クラブ定款により休会となってお
ります。

■11月4日（水）、IМ6組第3回会長幹事会が18時よ
り帝国ホテル大阪にて行われます。

■11月5日（木）、この日の卓話者は早瀬会員となっ
ております。ご準備よろしくお願いします。

　例会終了後、第6回クラブ役員会が開かれます。

大阪中之島ロータリークラブの皆様、平素は米山奨
学事業に多大なるご支援ご協力を賜り有難うござい
ます。とくに貴クラブは、米山記念奨学会からの報告
によりますと、米山奨学金ひとりあたりの寄付額が毎
年トップクラスであると聞いております。これもひとえ
に皆さまの米山奨学事業支援にかけるご理解と熱き
想いの賜物と厚く御礼申し上げる次第です。ご承知
のこととは存じますが米山奨学事業は、日本最初の
ロータリークラブの創立に貢献した実業家である米
山梅吉氏の功績を記念して発足しました。1952年に
東京ロータリークラブで始められたこの事業は、やが
て日本の全クラブの共同事業に発展し、1967年、文
部省（現在の文部科学省）の許可を得て、公益財団法

人ロータリー米山記念奨学会となりました。事業創設
当時、「今後、日本の生きる道は平和しかない。それ
をアジアに、そして世界に理解してもらうためには、
一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日
本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそが、日本
のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではな
いか」。このようなロータリアンの思いがありました。
（ロータリー米山記念奨学会HPより）

当奨学会は、外国人留学生を対象とする民間の奨学
金では国内最大規模です。

2020学年度は日本全国で883名を採用し、各ロータ
リークラブでお世話をいただいています。累計では世
界129の国と地域から21,624名を支援しています。
2660地区におきましては、皆様のご支援のもと本年
度は新規、継続合わせて49名の奨学生を受け入れ
ることができました。当地区において米山奨学生の
受け入れを希望されている8割強のクラブにお世話
をお願い出来たことになります。

新型コロナウイルス感染症の脅威の中、私たちは
ロータリー活動の縮小を余儀なくされています。奨学
生たちも、彼らにとって異国の地「日本」で、コロナ禍
の中、活動を制限されながらも、学校での勉学に、奨
学生としての活動にと頑張っております。カウンセ

2020年度 米山月間 卓話

担当 ： 北村 讓 米山奨学委員長
講師 ： 第2660地区米山奨学委員会 副委員長／大阪淀川RC　末松 大幸 様、

米山学友会 会長　閔 スラ 様

・ポルチーニ茸と野菜のキッシュ  生ハムパイン  鴨スモーク
・牛フィレ肉のデュクセル温野菜　デミグラスソース
・トマトとコーンのサラダ、コーヒー、パン

10月1日のメニュー



第2回　クラブ協議会（2020-2021年度）
日　時：2020年10月1日（木）　13：40～
場　所：太閤園　オパールルーム
出席者：理事・役員
　　　　金森・辻（一）・栗山・安達・満村・西田・戸田・辻（義）・高島・前田・檜皮・嶽下・村上

開会の挨拶　金森会長

第2回クラブ協議会を開催させていただきます。皆さ

んのいろんな意見を賜りながら今後のクラブ運営に

生かしていきたいと考えています。よろしくお願いし

ます。

【協議事項】 各委員会の活動計画および進捗状況
委員長の皆様には、上期の報告と今後の計画につい

てお願いいたします。

1. クラブ奉仕委員会 栗山委員長

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ており、各小委員会
とコミュニケーションを図っております。

2. 会員増強・維持小委員会 安達委員長

新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で会員増
強も思うに任せないということで、僕が考えますの
は、この増強の為に動くことが難しい間に「中之島
ロータリークラブへの入会の手引き」なるものの再
構築をして、過去の2回の手引きを参考に新しいも
のを作成することを検討したいと思います。実は、こ
の話は9月の理事会で金森会長が言われたので、
僕はその話に賛同した次第であります。

3. 例会運営委員会 辻（一）委員長

ロータリー活動の原点は例会運営にあるとの認
識で、運営をいかにしていくか、去る7月30日、メ
ンバーが集まり意見交換をしました。その結果、
理屈はともかく「楽しく」なくてはならないとなり、

この考え方で実践しているつもりですので、お汲
み取りいただければ幸いです。今後もこの考え方
の基、頑張って参りたいと思います。

4. 親睦活動委員会 代理：梅原会員

11月7日に秋の家族会を開催する予定です。2時
頃から大阪城公園を散策し5時からバーベキュー
をして7時解散の予定です。会費は8千円とする予
定です。予算超過の場合は、委員会の予算でやり
たいと思います。現在40席確保しています。

5. 会員研修小委員会 西田委員長

今年度新入会員の方がおられませんが、今年1月
に入会されました小原会員につきまして、コロナの
関係で前年度会員研修を行なっていないというこ
とでしたので、この9月に小原会員の会員研修を致
しました。

今後、新入会員の方が入られたら随時実施してい
きたいと考えています。

また、IH会については今このような時代なので実
施すべきかどうか考えているところです。何か良い
ご意見がございましたら私の方まで言っていただ
ければ考えてみたいと思っています。よろしくお願
いいたします。

6. 職業奉仕委員会 戸田委員長

9月24日に出前授業「中高年のための耳、歯、膝の
健康作り」

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った。この事業内容は
地区のホームページ、ガバナー月信10月号に掲載
される。また、意義ある奉仕賞に応募し、ロータリー
の友に投稿した。

これからの活動は、11月19日に地区ガバナー事務
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」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
例会と卓話を行う予定である。

1月21日は、職業奉仕フォーラムとして、「職業上の
手腕を生かしたプロジェクトの可能性について」

4月頃には、中之島カルチャーセンターで2回目の
講演会を行う予定であるが、スケジュール調整等

で実現で未定である。

7. 社会・青少年奉仕委員会 辻（義）委員長

今年度社会奉仕委員会は引き続き新型コロナ感
染影響により、本来の奉仕活動は制限され、厳しい
状況が続いています。

11月28日（土）に予定していました恒例の「社会福
祉法人成美学寮のもちつき大会」は中止が決定。
11月12日（木）に金森会長、村上幹事とともに10万
円と安達会員のご厚意のタオルの寄贈を行います。

また、前年度10月、3月に中止となりました大阪天
満橋RC様、大阪大手前RC様、大阪中之島RCの三
世代合同奉仕事業は、前年度大阪天満橋RC様が
ホストクラブとして企画されていました「大阪市立
児童院に対する支援事業」を今年度も引き続き大
阪天満橋RC様がホストクラブとなり実施する予定
です。子供達を琵琶湖クルーズ船・ビアンカに招待
し、クルーズを通して校外学習を楽しんでいただく
事業です。またコロナの影響でこの事業を行うかど
うかは今現在決定していませんが、皆様の多数の
参加をお待ちしています。

今年度まだまだ不明なことが多く、活動が不安定
であることは否めません。その中でもできることが
あればコロナ対策を万全にして行なっていく所存
です。

会員の皆様、よろしくお願いいたします。

8. 国際奉仕委員会 高島委員長

現在まで特に活動は行なっていない。国際大会の
参加申込みは、新型コロナ感染症の拡大具合をみ
て、今年末まで待って行う予定である。

9. SAA 前田委員長

当初、年度初めには指定の席でクジで座っていた
だくと決めたのですが、いろいろ批判がありまして、
これを月初だけにしました。これは席にこだわる人
がいますので、それは仕方がないと思っているの
ですが、できましたらロータリーの精神で、やはり
平等で規則に従っていただきたいと思っています。

ただし、あまり杓子定規にはこだわらないように、
皆さん仲良くやっていただきたいと思っています。

10. 会計 代理：丸山会員

会計から各委員長にお願いがございます。年次計
画書で予算を出していただいていますので、計画

ラーの皆さんを中心に世話クラブの皆様には、米山
奨学生に寄り添い、ご支援をいただけますようお願
いいたします。また、奨学期間を終えた奨学生は米山
学友として、主に地区米山委員会と共にロータリー活
動に励んでおります。ロータリーファミリーとして頑
張っている米山学友がこの事業最大の成果でありま
す。今年度からはメンターとして従来以上に現役奨学
生のサポート役を担っております。

簡ガバナーはガバナー方針で、コロナ禍のため、米山
記念奨学会への寄付目標額を設けないとされまし

た。しかしながら、できれば当委員会としましては、受
け入れ希望をされているクラブへの米山奨学生の配
属を出来る限り実現したいとの思いから、従来通りお
一人当たり30,000円（普通寄付5,000円、特別寄付
25,000円）のご寄付をお願いしたいと存じます。

10月の米山月間では、今一度この米山奨学事業の意
義（平和の理念）と成果（米山学友）に目を向けてい
ただき、ご理解を深める機会としていただくことをお
願い申し上げます。
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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」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
例会と卓話を行う予定である。

1月21日は、職業奉仕フォーラムとして、「職業上の
手腕を生かしたプロジェクトの可能性について」

4月頃には、中之島カルチャーセンターで2回目の
講演会を行う予定であるが、スケジュール調整等

で実現で未定である。

7. 社会・青少年奉仕委員会 辻（義）委員長

今年度社会奉仕委員会は引き続き新型コロナ感
染影響により、本来の奉仕活動は制限され、厳しい
状況が続いています。

11月28日（土）に予定していました恒例の「社会福
祉法人成美学寮のもちつき大会」は中止が決定。
11月12日（木）に金森会長、村上幹事とともに10万
円と安達会員のご厚意のタオルの寄贈を行います。

また、前年度10月、3月に中止となりました大阪天
満橋RC様、大阪大手前RC様、大阪中之島RCの三
世代合同奉仕事業は、前年度大阪天満橋RC様が
ホストクラブとして企画されていました「大阪市立
児童院に対する支援事業」を今年度も引き続き大
阪天満橋RC様がホストクラブとなり実施する予定
です。子供達を琵琶湖クルーズ船・ビアンカに招待
し、クルーズを通して校外学習を楽しんでいただく
事業です。またコロナの影響でこの事業を行うかど
うかは今現在決定していませんが、皆様の多数の
参加をお待ちしています。

今年度まだまだ不明なことが多く、活動が不安定
であることは否めません。その中でもできることが
あればコロナ対策を万全にして行なっていく所存
です。

会員の皆様、よろしくお願いいたします。

8. 国際奉仕委員会 高島委員長

現在まで特に活動は行なっていない。国際大会の
参加申込みは、新型コロナ感染症の拡大具合をみ
て、今年末まで待って行う予定である。

9. SAA 前田委員長

当初、年度初めには指定の席でクジで座っていた
だくと決めたのですが、いろいろ批判がありまして、
これを月初だけにしました。これは席にこだわる人
がいますので、それは仕方がないと思っているの
ですが、できましたらロータリーの精神で、やはり
平等で規則に従っていただきたいと思っています。

ただし、あまり杓子定規にはこだわらないように、
皆さん仲良くやっていただきたいと思っています。

10. 会計 代理：丸山会員

会計から各委員長にお願いがございます。年次計
画書で予算を出していただいていますので、計画



書に予算残高を書いていただくのと、予算不足の
場合は行事を中止するか、あるいは理事会に図っ
ていただきたいと思います。

会計担当といたしましては、今年は3ヶ月ごとに執
行状況をまとめまして、翌月の理事会で報告をさ
せていただきたいと考えています。

今年、クラブ運営の関係の事務員の給与などの改
善を考えていると聞いていますので、当初予算より

も上回る可能性もあります。会費は年間30万円と
決まっていますので4～6月に支障をきたす場合は
特別徴収ということもお願いをすることも考えてい
ます。できるだけ、クラブ運営の経理の関係も見直
せるところは見直して少しでもランニングコストが
良くなるようにと考えています。また、新入会員が
入っていないですが今年度から新入会員の加入
コストについては、人頭分担金、購読料なども同じ
ように負担していただくこととなりましたのでよろ
しくお願いします。

【協議事項】 
・現在コロナ禍の中、奉仕活動も含めクラブ活性化に

ついてどのように考えるか

・メーキャップについて

上記2点について、意見交換を行った。

結論として、次回理事会までに会長が素案を策定し、

理事のメンバーで検討していくこととした。

皆様こんにちは、

九月をかけて進んでいる研究については、台湾にお
いて1905-1943年の実質国内総生産と消費者物価
指数の間に、どれくらいの相関関係を持つのかにつ
いて分析を行っています。この間も当時の台湾社会
で産業の構成について各経済項目のデータで検討し
ています。

そして今週をもって秋学期の授業も始まりました。今
年から今まで先生と自分の研究について面談すると
いう授業で、私は毎週木曜日の午後、学校の教室で

米山奨学生 米山奨学生  陳 玉芬

授業を行っています。本日例会の後も授業に行きま
す。しかし、ウイルスの影響で、学校で入構規制を
行っているため、春学期から夏休みの間に、学校に
通っている学生がものすごく少ないです。秋学期以
降になったら、学校で一部の授業が教室での行うは
可能となりました。先日私は初めて学校へ他に履修し
ている授業を受けに行ったとき、キャンパスでの学生
が増えています。去年より少ないけど、今年の六月以
前のキャンパスよりイキイキと感じられました。これ
からも他の留学生との交流が増えることを楽しんで
います。

研究でバタバタしているほかに、先週の木曜日に米
山勉強会に参加してきました。米山勉強会では、ロー
タリー米山記念奨学会の成立やロータリーファミ
リーのプログラムなどに関して、さらに身につけまし
た。米山奨学生の立場をもって、私は同じロータリー
ファミリーの一員として、ゲストよりさらにロータリア
ンの皆様に近い存在で世話クラブにいたいです。今
後も世話クラブにおいて私は役に立てることがあれ
ば、ぜひ世話クラブ行事の手伝い、またはたくさんの
活動に参加させたいと思います。
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金森：結婚記念日のお祝いをいただいて。10月2日に
50年を迎えます。夫婦とも元気で迎えられて有
難いです。

辻（一）：スケジュール一杯。頑張るとしますか？！ニコ
ニコ

村上：今日は中秋の名月です。本日のクラブ協議会よ
ろしくお願いいたします。

栗山：地区米山副委員長の末松様、卓話よろしくお願
いいたします。

戸田：吉田さん、本を買い上げていただき有難うござ
いました。24日参加してくださった皆様、心より
感謝いたします。

高島：地区米山副委員長の末松様、よろしく御教示く
ださい。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

北村（讓）：末松副委員長、閔スラ会長、本日は有難う
ございます。よろしくお願いいたします。
吉田了さん、本有難うございます。

前田：最近マスクなしでは外出できないですね。

満村：秋ですね。ニコニコ

地区米山副委員長  末松 大幸 様：
毎年々、多額のご寄付をいただき有難うござい
ます。

本日合計 : ￥40,000
累　計 : ￥357,000

▲お誕生日のお祝い：左より井本 万尋会員・満村 和宏会員・金森 市造会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より植屋 亨会員・高島 凱夫会員・
　金森 市造会長

▲結婚記念日のお祝い：左より梅原 一樹会員・満村 和宏会員・
　嶽下 勇治会員・金森 市造会員・上山 英雄会員

●出席報告
会員数 35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 31名 外国ゲスト 2名
欠席者 4名

出席率 88.57 %
9月10日の修正出席率 94.28 %

●本日のゲスト
米山学友会  会長 閔　 スラ 様
米山奨学生 陳　 玉芬 様

●メイクアップ
北村 　讓   9 月18日 大阪大手前RC
村橋 義晃   9 月  3 日 地区財団委員会

●本日のビジター
地区米山奨学副委員長（大阪淀川RC）
 末松 大幸 様


