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第1298回（本年度 第15回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

本日のプログラム

次回 11/5 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　
担当：早瀬 道圓 会員
講師：本吉兆 会長　湯木 潤治 様

本日は、我が大阪中之島ロータリークラブに関わることをお話しさせ
て頂く日です。はじめにお話しさせて頂くことは、この例会において次
年度理事・役員候補者を発表させて頂くことす。

理事・役員の選任については細則第4条に則り行うものです。

♬SONG : 「国歌 ・ R・O・T・A・R・Y」
■創立28周年 記念例会
※次週、10月29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。



第2節 5名からなる指名委員会構成メンバーにより、
会長は第1節 指名委員会を設置し、次々々年度の会
長（会長ノミニー）、次々年度の幹事（次年度副幹事）、
次年度の会計、SAA［以下理事・役員という］および7
名の理事候補者を指名するとなっています。

そして、第3節1）に則り指名委員会で指名された理
事・役員候補者の指名を、理事・役員を選挙する会合
の1ヶ月前の例会で発表すると定められています。

今年度上程させて頂く年次総会は12月10日開催の
予定です。

その年次総会において採択されて正式決定となります。

したがって、後ほど指名委員会が発表する方々は現
時点では理事・役員候補者です。

また、年次総会において出席会員は、指名委員会が
指名した候補者の他の者を、理事・役員候補として推
薦することができるとなっておりますことを申し添え
させて戴きます。

尚、木村直前会長が退会されましたので、本年度指
名委員会構成メンバーである直前会長の後任を選
任しないことを理事会にて承認を得ておりますので
欠員のまま、委員会は会長・会長エレクト・幹事・次年
度幹事の4名で構成させて戴きました。

ところで、先週「ロータリーの友」・「友愛の広場の記
事」の二つの投稿記事についての私見をお話しさせ
て頂くと予告しました。

たまたま、お二人はロータリー会員歴在籍50年以上
という現役会員ならばの「ロータリーの思い」を記さ
れた文の内容は、まさに、ロータリーの真髄を思う立
場から見たロータリーの変遷・今後の推移を示唆し
ていると思います。

我が大阪中之島ロータリークラブにおいても、創立
以来の会員でおられる所謂「チャーターメンバー」会
員におかれては、同じ思いをされているのではない
か？と推察致します。

来週の例会は、創立28周年記念例会です。

その席上において、チャーターメンバーから当クラブ
の創立時のご苦労話や当時の意気込み、さらに、ご
本人が今日まで会員として活動されてきている原動
力などを披露して頂ければ有り難いと思います。会
員歴の浅い方にとっては、活動の源泉となることで
しょう。

私自身が、齢40歳の時に「枚方―くずはRC」に入会さ
せて頂き入会当初にたたき込まれた諸々の会員とし

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

　またこの日は指名委員会より次々々年度会長、
次々年度幹事、次年度会計、次年度SAA及び次年
度の理事候補者の発表があります。

　また、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、
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

2020-21年度第1297回（第14回例会）
幹事報告 (10/15)

幹事  村上 俊二

ての心得は、今月号に投稿されたお二人の文の内容
によく似ています。

ところで、私ごとですみませんが、私の長男も「枚方
ロータリークラブ会員」としてお世話になり今年度で
15年目になります。その長男と時々、ロータリーのこ
とを話します。

話しがかみ合わない時に思うのは、「入会時の思い・
入会後の新人教育・規制緩和の弊害・情報の過多」
です。その内容は、あまねく今後どの組織を継続し進
化・成長する上においても必修課題です。具体的なこ
との一端を、来週話させて戴きますので聞いてやっ
て下さい。



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。早瀬会員ご準備よろしくお願いします。

　また、例会終了後第6回クラブ役員会が開かれます。

■11月7日（土）、親睦小委員会によります、大阪城散
策とBBQでの秋の懇親会が大阪城ブルーバーズ
ルーフトップテラスで開かれます。
　時間は大阪城散策が14時から、BBQは17時からと
なっております。

■11月12日（木）この日はロータリー財団委員長卓
話があります。北村薫委員長ご準備よろしくお願い
します。

■11月19日（木）、この日は職業奉仕委員会によりま
す、移動例会となっております。ガバナー事務所を
訪問見学し、ここで移動例会を行います。

昨年と一昨年と2年にわたり地区出向をクラブよりさ
せていただきました。卓話の機会を頂きましたので
そしてまた、先日の10月10日に地区にて公共イメー
ジ向上セミナーもありましたのでちょうどいい機会だ
と思い少しお話させていただきたく思います。

まずはお手元に配りました10日の公共イメージ向上
セミナーで「ロータリーの認知度」についてのアン
ケート結果でございます。場所は福島県、2020年2月
の2000人を対象にしたアンケートですが

ロータリーの公共イメージについて

井本 万尋 会員

10月15日のメニュー

ライトミール
先付 雲丹豆腐　ちらし寿司　赤出汁

Q ロータリーロゴを見たことが有るか？

A ある…320人　16％
　ない…1,680人　84％

Q 「ロータリー、ロータリークラブ」を見聞きしたこ
とが有るか？

A ある…1,091人　55％
　ない…909人　45％（そのうち60-70代が80％）

Q ロータリークラブをどのように知ったか？

1位　知人・友人・家族…22％
2位　新聞…21％

ここにおける新聞とは地方紙である福島民報紙の
ロータリー関連記事年間掲載数が年間350件以上
の実績がありそれがロータリー認知度に反映してい
るものと思われる。

本日は①MY ROTARYのこと、②ロータリーショー
ケースのこと、③ロータリー賞のことをお話ししたい
と思います。

①MY ROTARYとは国際ロータリーに関するあらゆ
る情報が閲覧でき、ロータリーの活動や地区クラ
ブ運営に必要な情報やデータを随時入手できる

　戸田委員長ご準備よろしくお願いします。

　また、移動例会終了後、第6回12月度理事会が開
かれます。



会長開会挨拶

例会前のお時間を頂き有難うございます。本日の役
員会宜しくお願いいたします。

【協議事項】

1. 2020-21年度 年間行事計画について
①卓話者変更について
②職業奉仕委員会移動例会について
・当日の卓話変更
・移動例会後の理事会

2. 会計報告について
3か月毎のクラブ収支会計報告

3. 親睦活動小委員会＿今後の活動計画
①BBQ親睦会（2020.11.7）
②クリスマス親睦会（2020.12.17）

日　時：2020年10月1日（木）11：30～12：00
場　所：太閤園
出席者義務者：金森・辻（一）・村上・栗山・檜皮　以上5名（敬称略）
欠席者：前田

2020-2021 年度 第5回　クラブ役員会協議録

4. Zoom例会の在り方について
① 毎月1回程度on line飲み会の検討
② 前回（2020.9.19）模擬Zoom例会結果報告

5. 姉妹クラブ台北福齢RCとの情報交換
奨学生翻訳依頼について（回数・翻訳料等）

6. 欠席者に対しての対処の在り方

7. 事務局雇用について

8. 新型コロナ下によるクラブ奉仕活動について

9. Make-upの在り方

辻会長エレクト閉会挨拶

有難うございました。

便利なシステムです。これはパソコンやスマホ、タブ
レットでメールアドレスとパスワードを入力すると
見れます。

2660地区の地区ビジョンでMY ROTARYの登録
率は80％に引き上げられました。大阪中之島ロー
タリークラブの登録率は現在33人/36人で91.7％
です。もう少しで100％になります。

②また、MY ROTARYの中のロータリーショーケース
には2660地区で既に210件もの奉仕事業が登録
されています。クラブで新たに奉仕事業を検討した
いときや、地区内で他のクラブがどのように活動し

ているのか？自クラブが過去にどのような奉仕事業
を行ったのか？など知りたいときはロータリー
ショーケースを使って検索します。

先日の職業奉仕委員会の出前授業もすでに掲載
されています。行った奉仕事業を登録するポイント
は事業の目的テーマを明確に記入する。誰がどこ
で何をしたのか？結果どのようになったのか？写真
を複数枚添付するなどです。

③最後にロータリー賞の獲得についてです。公共イ
メージ向上委員会もロータリー賞獲得に支援をし
ています。昨年の活動で今年の受賞は66クラブも
のロータリー賞を獲得しました。大阪中之島ロータ
リークラブは昨年・一昨年とロータリー賞を受賞し
ています。今年の活動においてはコロナウィスルの
関係で変更されていますが13項目/25項目で該
当します。

まとめとして

・ロータリーの公共イメージを奉仕活動を通じて
上げていきましょう！

・もっとMY ROTARYを活用しましょう

・今年もみんなでロータリー賞を獲得しましょう！！



日　時：2020年10月15日（木）　13：40～
場　所：太閤園　ゴールデンホール西
出席者：金森・辻（一）・栗山・安達・戸田・辻（義）・高島・前田・檜皮・嶽下・村上　以上11名（敬称略）
欠席者：満村・西田　以上2名

2020-2021 年度 第5回　11月度定例理事会議事録

【報告事項】

1. 事務局雇用契約関係について

雇用契約について見直をした。

①有給休暇を与えることとした。

②賃金水準の見直しで、近隣の他のクラブを参考とし

て決定した。

吉田さんには、転居の関係から実費支給とした。

③契約は金森年度の始まる7月1日とした。特に異論

のない限り自動的に更新していくということにした。

④契約金額等については、別紙契約書の通りとした。

2. 地区大会について

地区大会は、12月12日で、会長・幹事会

幹事会が1時から開催され、本会議は、1時30分から

受付が始まり、2時から開催されます。詳しくはチラシ

が来ていますのでよろしくお願いします。

3. 成美学寮の餅つき大会

今回は事前に金一封を持参することになりました。

11月12日に会長・幹事と安達会員と辻義光社会奉仕

委員長が金一封とタオルを持参することとした。

【審議事項】

1. 2020-21年度年間行事計画について

・本日の卓話を急遽、井本会員に代わっていただきま

した。

・22日は、夜例会となっていましたが、昼例会に変更さ

れています。全員参加でお願いします。

・11月19日上山会員が卓話でしたが、職業奉仕委員

会が移動例会をすることとなりました。ガバナー事務

所への訪問となりました。また、当日理事会も開催す

ることとなっています。

・別紙の通り、訂正箇所の確認をお願いします

　⇒［ 承認 ］

2. エイズ啓発大阪ジャズフェスティバルvol 3への支
援について
11月21日に大阪イベントを実施する。昨年度参加し

なかったため、昨年度も含めた金額として20万円を拠

出していただきたい。予算として、社会奉仕では予算

に計上していなかったため、緊急支出として出してい

ただきたいと思います。

→資金の手当は、本年度はニコニコ収入を奉仕活動

に使用していないため、その資金からエイズ資金と

する。（ニコニコから20万円を出す）

　⇒［ 承認 ］

3. 親睦小委員会の活動について　
大阪城散策とBBQの秋の家族会（11月7日）、およびク

リスマス親睦会（12月17日）の状況

・11月7日の家族会は、約30人ぐらいと見込んでいます。

・クリスマス家族会は、基本的には昨年度と同じ内容

としています。

　⇒［ 承認 ］

4. 会計の件について・・・7～9月中間報告

・3ヶ月に一度理事会での報告をします。

　⇒［ 承認 ］

5. Zoom例会について・・・9月19日の模擬例会の反
省と今後の展開

・9月19日に模擬例会を行った。

参加人数は20名で、滞りなく行えたと思います。

・11月21日18時からオンラインの会議を連絡を取り

合いたいと考えています。

前回は、数人が太閤園で集まっていただきましたが、

今回は全員太閤園に集まらずに、全員自宅でオンラ

インをする予定です。次回の例会で周知したいと考

えています。

　⇒［ 承認 ］

6. 台北福齢RCとのクラブ週報の翻訳
（陳・奨学生委託）

（指導教官の了解と適正な費用負担について）

・指導教官の了解を得られた。

・翻訳の時間は、約2時間で、通常4千円

・2ヶ月に一度の割合でお願いする。

　⇒［ 承認 ］

7. 職業奉仕委員会移動例会（11月19日）について

・11月19日にガバナー事務所の訪問と、移動例会を

行いたいと思います。

・トヤマビル寺田さんという南海電車を創った人の屋



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）

31日（木）

1303

1304

1305

-

-

20

21

22

-

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・クリスマス懇親会

休会④

休会⑤

卓話担当：安達会員

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

第7回クラブ役員会

第7回1月度理事会

地区大会
　日程：12/12（土）
　会場：大阪国際会議場
　会長・幹事会：12：30受付
　　　　　　　13：00開会
　　　　　　　13：45閉会
　本会議：13：30受付
　　　　  14：00開会
　　　　  17：30閉会

【’20年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）

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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1306

1307

1308

1309

23

24

25

26

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会クラブフォーラム

上半期新入会員歓迎会・夜例会

金森会長、村上幹事

卓話担当：上瀬会員

職業奉仕委員会：
戸田委員長

第8回2月度理事会

IM6組会長幹事会（第4回）
　日程：1/27（水）18時
　会場：帝国ホテル

地区ロータリー財団補助金
管理セミナー
　日程：1/30（土）
　会場：大阪YMCA会館

【’21年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）

敷をそのまま移築した応接室があります。

・食事はできるだけ密を避けるようにお願いしています。

　⇒［ 承認 ］

8. その他

●コロナ禍における活性化とメーキャップの扱いにつ
いて

活性化については、クラブ奉仕が主体になる年度だ

と考える。

・会員同士の交流

・例会場の配席について　SAAの役割

・奉仕活動委員会の活性化

・同好会の再開

　⇒［ 継続審議 ］

●メーキャップについて

　⇒［ 継続審議 ］

●30周年について

・2022年10月29日

・太閤園　

・記念式典

・記念講演会

・記念懇親会

・16時～21時

・学術講演会

・記念懇親会

・奨学金を出す

　⇒［ 今後費用等については継続審議とする ］

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）

ありがとうございました。

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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1299

1300

1301

1302

16

17

18

19

ロータリー財団委員長卓話

職業奉仕委員会　移動例会

卓話担当：早瀬会員

R財団担当（国際奉仕）：
北村薫会員

ガバナー事務所訪問

卓話担当：北口会員

第6回クラブ役員会

第6回12月度理事会

IM6組会長幹事会（第3回）
　日程：11/4（水） 18時
　会場：帝国ホテル

親睦小委員会 大阪城散策と
BBQでの懇親会
　日程：11/7日（土） 17時
　会場：大阪城ブルーバーズ
　　　  ルーフトップテラス

【’20年 11月 行事予定】



２０２０～２０２１年度理事・役員　候補者
会長

直前会長

会長エレクト

副会長（会長ノミニー）

SAA

幹事

副幹事

副幹事

会計

会計監査

理事・クラブ奉仕

理事・職業奉仕

理事・社会奉仕

理事・国際奉仕

理事・会員増強維持

理事・例会運営

理事・親睦活動

理事・会員研修

理事・青少年奉仕

辻　 一夫

金森 市造

栗山 博道

北村 　薫

北村 　讓

嶽下 勇治

村上 俊二

井本 万尋

丸山 澄高

金森 市造

北村 　薫

小林 俊統

上瀬 　匠

植屋 　亨

村上 俊二

栗山 博道

佐賀野 雅行

村橋 義晃

檜皮 悦子

確定済

確定済

確定済

確定済

2020-21年度 指名委員会による指名者
次々々年度会長

次々年度の幹事

次年度の会計

次年度のSAA

次年度の理事

北村　薫

井本　万尋

丸山　澄高

北村　譲

小林　俊統

上瀬　匠

植屋　亨

村上　俊二

佐賀野雅行

村橋　義晃

檜皮　悦子

一般会計予算の（7月～9月使用状況）の報告をさせ
ていただきます。

【収入の部】

収入は会員会費5,400,000円、来客会費24,000円、
小計欄の下に、ニコニコ収入307,000円、となってお
ります。三世代クラブ事業105,000円と特別会計の
350,000円は、会員の皆さんからそれぞれ一人当た
り3,000円と10,000円を集めているものです。会員
の皆さんから集めている前期会費等の内容について
は、「年会費請求一覧（前期請求実績）」をご覧くださ
い。この表の項目の多くがクラブの活動資金として受
け入れる性格のものではないことから、従前から、ク
ラブの一般会計予算書には反映されておりません。

一般会計（7月～9月予算使用状況）実績報告 会計  檜皮 悦子

【支出の部】

右の表が支出の細目を表しております

会員例会費＝太閤園への支払ですが1か月遅れで支
払っております。今回は6月～8月分です。職業奉仕が
予算の66%を消化しておりますが、これは事業所創
立記念品盾を一括購入したためです。管理経費が年
間予算の39%となっておりますが、この項目につきま
しては、予算額の計上が少なかったことが前年実績
から見て取れます。加え、雇用条件等の見直し等によ
りまして今後も増加することが見込まれております。

空白の部分の各員会は奉仕事業が実施されておりま
せん。



●出席報告
会員数 35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 0名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 10名

出席率 71.42 %
9月24日の修正出席率 88.57 %

ニコニコBOX15
10

金森：小原さん、有難うございます。

辻（一）：小原さん、有難う。　ニコニコニコ！

村上：井本会員、本日の卓話楽しみです。

栗山：良い季節になりましたね。ニコニコ

戸田：井本さん、卓話楽しみにしています。

嶽下：秋です！

北村（讓）：小原さん、月餅を有難うございます。

前田：今やマスクなしでは外出できませんね。

小原：月餅を食べてね。

井本：本日の卓話、公共イメージ向上とつまらない話
かもしれませんが、みなさんよろしくお願いい
たします。

藤本：井本会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。

本日合計 : ￥23,000
累　計 : ￥414,000

●メイクアップ
上山 英雄   9 月19日 オンライン模擬例会

小原会員から皆さんへ月餅をいただきました

日時：令和2年10月22日（木）12：30～14：30
会場：太閤園  ゴールデンホール東

12：30 例会開会点鐘
 ソング
 「君が代」
  「R・O・T・A・R・Y」

12：35 会長挨拶

12：45 幹事報告
 委員会報告・同好会報告
 出席報告・ニコニコ

13：00 閉会点鐘
 （記念写真撮影）

13：10 親睦交流会

 司会 満村委員長

 開会挨拶 金森会長

 乾杯 辻（一）会長エレクト

 祝宴開始
 ・司会の指名による会員スピーチ
 ・交流歓談

14：10 閉会挨拶 栗山会長ノミニー

 ソング「我ら中之島」 

創立28周年記念例会と親睦交流会式次第


