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会長挨拶
会長

ロータリー財団月間

金森 市造

2020年11月26日
第1302回（本年度 第19回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「ちいさい秋みつけた」
:
●卓話 営業を科学する
北口 竜輔 会員
■臨時総会
※次週12月3日
（木）及び10日
（木）の例会
はコロナ感染拡大防止対策として休会
いたします。
お間違えの無いようにお願い致します。
以降の日程は追ってご連絡いたします。

本日は第3週なので、我が大阪中之島ロータリークラブのことをお話
しする日です。
先週の12日例会終了後、当クラブが20数年来、年末餅つき大会・寄
付金・タオル寄付を行っている
『成美学寮』
を訪問して参りました。今
年は、
コロナ禍の中ですので恒例の餅つき大会は行うことができませ
んので、寄付金・タオルの贈呈のみになりました。

村上幹事、辻義光社会奉仕・青少年奉仕委員会委員
長、安達会員の4名で訪問しました。
私は入会以来、初めての訪問でした。村上幹事の車

5）
ロータリー情報の提供で、親睦を促進するとと
もに実践活動への刺激剤を提供してくれる。
6）ロータリーは親睦の中から奉仕の理念を生み

に同乗させて頂きました。

出す集団であり、その理想はロータリアンの行

詳しい報告は、辻義光委員長より委員会報告でして

動の基礎をなすものであり、
ロータリーの活力

頂けるものと思います。

源である。

長年継続して奉仕活動を行うことの大切さを感じま
した。

幹事報告 (11/19)

その一方で、継続する手立てをしっかりとクラブ内で

2020-21年度第1301回（第18回例会）

幹事 村上 俊二

構築していくことが必要と思います。
その手がかりとしては、何事も発足当時の思いを継
承し最初に取り組まれた人達の思いを継承引き継が
なければ年月の流れで風化します。
成美学寮支援も、現時点で今一度検討することによ
り更なる支援ができると思います。
ところで、本日は戸田職業奉仕委員長はじめ委員会
の方々の周到な準備でここ
「トヤマビル」
での「移動
例会ならびに地区事務所の職場見学」
を開催するこ
とができました。
戸田委員長はじめ委員の皆様有難うございます。
私事ですが、約15年前より数年間地区委員ならびに
ガバナー補佐をしておリました折には月に数回地区

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。
■11月19日
（木）、本日は職業奉仕委員会によります、

事務所に通って居りましたので、本日約10年ぶりにこ

移動例会であります。

の界隈に参り懐かしい限りです。

ガバナー事務所を吉田代表幹事のご案内で見学

その当時、戸田委員長のお父上様 戸田 孝パストガ
バナーには随分お世話になりました。
特に、地区研修員会の会合では見識高い『ロータ
リーの思い・考え・実践のとらえ方』等についてご指
導頂いた事が、走馬灯のごとく想い出してきます。
その中より、本日は「ロータリー6つの活力源につい
て」教えて頂いた事をお伝えしたいと思います。
1）一業種一会員制であり、考え方の違う会員同士

致しました。戸田委員長はじめ職業奉仕委員会の
委員の皆様ご尽力ありがとうございます。
また、
この移動例会終了後、
トヤマビル本館10階
応接室にて第6回12月度理事会が開かれます。
■11月26日
（木）、
この日の卓話は、北口会員となっ
ております。北口会員ご準備よろしくお願いします。
■12月3日（木）、
この日の卓話は安達会員となって
おります。

の触れ合いによってお互いに学び合い、高め合

また、
例会終了後第7回クラブ役員会が開かれます。

うことでロータリーは深さと幅を広げかつ会員

続いて、役員会終了後15時から天満橋・大手前・

の質と量によって広がりを持つ。

中之島RCの三世代合同・社会奉仕委員長会議が

2）役員は、1年交代制で、会員おのおのが役員の
経験を持つことにより毎年独自の活力をクラブ
活動に与えることができる。
3）会員一人一人の自主的な活動により成り立つ。

太閤園にて行われます。
■12月10日
（木）、
この日は年次総会が開かれます。
各委員会・委員長報告と共に次年度理事・役員の
決定を行います。

一握りの人間によって築かれたものではない。

尚、例会終了後第7回1月度理事会が開かれます。

4）奉仕の理想を基礎として、人との出会い、触れ

■12月12日
（土）、
この日は第2660地区大会が大阪

合いがあり、他人のために尽くすという
『人間
愛』がロータリーに活力をあたえます。

国際会議場にて開かれます。

会長幹事会が12時30分受付、13時45分閉会。本

11月19日のメニュー

会議は、13時30分受付、17時30分閉会となって
います。
■12月17日
（木）、
この日は夜例会で、上期最終例会
となります。
例会終了後クリスマス懇親会が桜苑にて行われま
す。満村・親睦活動委員長ご準備よろしくお願いし
ます。

住まい・まちづくりに関する出前授業について

講師：大阪東淀ちゃやまちRC 戸田 和孝 様
職業奉仕委員会：職場訪問および移動例会報告
コロナ禍の中、28名もの会員の参加をいただき
有り難うございました。
11：15
トヤマビル中央館10階応接室に荷物を置き、
ト
ヤマビル東館のエレベーターは小さいので三
三五五ガバナー事務所に向かいました。
11：20〜11：40

職業奉仕委員長 戸田 佳孝

ガバナー事務所で行い、成功されたそうです。
11：50〜12：50
鴻臚館で例会および食事。
13：00〜13：30
トヤマビル中央館10階和室で卓話「住まい・ま
ちづくりに関する出前授業について」
（ 東淀･
ちゃや町RC 戸田 和孝氏）。

会議室に19名、別室に3名が入り、吉田地区代

長年にわたる子ども達に対する建築に関する

表幹事からガバナー事務所の利用法などにつ

出前授業の経験を講演してもらいました。特に

いて、話を伺いました。

災害時に類似業者は縄張り意識を捨て、一つ

ガバナー事務所ではコロナ対策の意味もあり、

にまとまり、奉仕活動が行うことが重要であると

リモート音声と映像が別室で見られるように

いう話でした。

なっているため、
リモートでの音声や映像の切
り替わり方が別室で確認でます。
このため、
ある
クラブはリモート併用講演会を行う予行演習を

13：30〜14：45
第5回理事会

『大阪府住まいまちづくり教育普及協議会』は、平成
15年度に始まるモデル期間を経て、平成20年、大阪
府の呼びかけに在阪主要建築六団体が応じる形で
立ち上がった。
長期的な視点に立った住教育の必要性は従前から
テーマになっていたが、これを教える側の体制が
整っているとは言い難い。本プロジェクトは、主に小
学校を対象に、専門家である建築士が直接学校へ赴
き、出前授業を行うことを主目的としている。
講座は防災、
バリアフリー、快適な住まい、夢の家・夢
のまち等が用意されており、学校側の希望に沿って

の授業を行ってきたことになる。
また、小学校・中学
校のおもに家庭科の先生に向けた講習会、子供たち
への住教育の在り方を考えるセミナーも、年2回ほど
のペースで実施している。
この活動は、府下の建築関係諸団体が協働して成果
を上げるプロジェクトとしても例を見ないものであり、
大阪府北部地震の時もこの協議会と学校とのパイプ
が有効に機能した。
数時間の授業で建築やまちづくりを語りつくせるは
ずはない。
しかし、子供たちがこのテーマに興味と関
心を持つ“きっかけ”を作ることが出来たなら、
それは
無料で実施している。
まず要請のあった学校に出向いて現場が求めている
ものを聞き出し、それを受けて全体会議で授業内容
を検討、資料作り〜準備〜授業へと進める。実施後
には反省を活かして授業内容をブラッシュアップさ
せていく。
この循環を15年以上にわたって継続して
いるところが、単発実施のセミナーと異なる特徴であ
る。平成26年にはテキスト教材も作成した。
毎年5月初旬に府下の全公立小学校に案内と申込書
を配布して受付を始めるが、近年は協議会が対応で
きる数を超える応募がある。モデル実施期間から通
算すると、令和2年の時点で述べ約200校、約400時
限、約15,000人の児童に対して、住まい・まちづくり

未来の住環境への大きな貢献になるだろう。2000年
度日本建築学会賞（教育貢献部門）受賞。

2020-2021 年度 第6回

12月度クラブ役員会協議録

日 時：2020年11月5日
（木）13：40〜15：30
場

所：太閤園

出席者義務者：金森・辻（一）
・村上・栗山・前田・檜皮

以上6名（敬称略）

欠席者：前田

【報告事項】

2. クリスマス懇親会の概要〜2020/12/17 18：00〜
3. 下期各委員会の奉仕事業について＿各委員長に

1. Zoom会議開催
＝日時：2020/11/21（土）18：00〜19：00
2. 姉妹クラブ台北福齢RC週報

奨学生翻訳の件

3. 新型コロナ下2020〜2021年度 台北国際大会登
録の件

依頼
4. SAA委員会〜座席について
5. 上半期新入歓迎会について
6. 下半期例会運営について−コロナ禍におけるロー
タリー活動の活性化について

【協議事項】
1. 2020-21年度 年間行事計画について

辻会長エレクト閉会挨拶
長時有難うございました。

①卓話者変更の件
②2021/3/25 太閤園三クラブ合同懇親会の件
〜ホスト：大阪中之島RC

2020-2021 年度 第6回

12月度定例理事会議事録

日 時：2020年11月19日
（木） 13：40〜
場

所：トヤマビル 10階

応接室

出席者：金森・辻（一）
・栗山・満村・西田・戸田・辻（義）
・高島・前田・檜皮・嶽下・村上
欠席者：安達

以上12名（敬称略）

以上1名

【報告事項】
1. ZOOM会議の開催（11月21日）について・・・栗山
今週土曜日18時からズーム会議を行いますので、
ご
参加よろしくお願いします。
例会ではなく、練習の一環としての位置づけで、繋が
るかどうかの確認です。

2. 成美学寮の報告について・・・辻（義）
例会での説明どおりです。
継続するということは大切なことなので、今年度内で
過去からの経緯等についてを週報に載せても良いか
と考えています。
（金森会）

開会の挨拶（金森会長）

3. ロータリーディ事前調査について・・・村上

移動例会に引き続き、理事会に出席賜りましてありが

来年5月のロータリーデイの時に、ズーム会議を予定

とうございます。
また理事会を設営していただきまし

していると聞いています。そのアンケート調査で、パソ

た戸田委員長はじめ、職業奉仕委員会の皆様に感謝

コンを使える人、使えない人の数値を調べている状況

申し上げます。

にあります。使えない人がどのくらいいるのかを把握

本日は、特にコロナに関する課題についての問題も

したいとしています。当クラブは21日のZOOM会議を

出てくると思いますので、忌憚のない意見を頂きまし
てクラブ運営にご協力をお願いいたします。

みて判断したいと考えています。

4. 戦略委員会を1月7日に開催致します。

【審議事項】

提案→DDFをとるためには早めの人事対策が必要
である。現在、12月に総会を開いて理事決定をして

1. 2020-21年度年上期・下期半行事計画について

いるが、
これを11月に総会を開催するなど早める必

・12月3日に三世代合同社会奉仕委員長会議が開か

要がある。

れます。

・職業奉仕委員会

・1月28日は、
コロナの影響で新入会員歓迎会を中止

5月から6月に事業を計画したいと考えている。

し、植屋会員の卓話とします。

・国際奉仕委員会

・2月4日は上山会員の卓話となります。

高島委員長

国際大会はやめることとした。周年には行きたいと考

・3月18日は栗山会員の卓話とします。

えています。

⇒［ 承認 ］

・クラブ奉仕委員会

栗山委員長

例会運営委員会の週報と親睦活動委員会の落語会

2. クリスマス親睦会（12月17日）の概要について

などよろしくお願いします。

資料の進行表と予算案からの説明

4. SAA委員会 座席の検討について・・・前田

開催するかどうかについては、11月末までの様子を見
ながら会長に一任することとした。

1月から何らかの、座席指定での例会をやることとする。

⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

3. 下期の奉仕活動の対応について

5. 上半期新入会員歓迎会、太閤園3RC懇親会夜例会

例会運営小委員会他、各委員長

について・・・満村

コロナに伴って、
下期における奉仕活動についての意見
・例会運営委員会

上半期新入会員歓迎会は中止、太閤園3RCは検討中。

辻（一）委員長

6. 名誉会員の承認について・・・村上

会員から、一言、毎週投稿していただき、週報を変え

名誉会員別紙の通り。

ていきたい。
・SAA

戸田委員長

⇒［ 承認 ］

前田委員長

7. 会計処理等について

座席の変更を考えている。
・親睦活動委員会

満村委員長

別紙の通り。

交流の機会を持って欲しいとの意見が多い。辻（一）

⇒［ 承認 ］

さんの言われた週報投稿や、会員消息を報告しあう

8. その他（メーキャップの件）

などは良いのではないか。

成美学寮へ、寄贈品等を寄贈のため訪問の件につい

落語鑑賞会、会費制で場所は太閤園で実施する

て、
メーキャップ扱いにすることについて認めることと

⇒［ 承認 ］
・社会青少年委員会

した。

辻（義）委員長

⇒［ 承認 ］

12月3日に三世代会長幹事との打ち合わせ会を行う。
この時に実施するかどうかを決定する。来年は我々

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）

がホストとなる。DDFが必要であれば早急に手当を

ありがとうございました。

する必要がある。

【 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

3日
（木）

1303

20

10日
（木）

1304

21

委員会報告・次年度総会

17日
（木）

1305

22

夜例会・クリスマス懇親会

24日
（木）

-

-

休会④

31日
（木）

-

-

休会⑤

卓話担当者
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

会議、行事
第7回クラブ役員会
第7回1月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
三世代合同・社会奉仕委員長会議
日程：12/3（木）15時
会場：太閤園
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

【 21年1月 行事予定】（職業奉仕月間）
日付

通算No.

今期

7日
（木）

1306

23

14日
（木）

1307

24

21日
（木）

1308

25

28日
（木）

1309

26

ホームクラブプログラム
会長、幹事新年の挨拶

卓話担当者
金森会長、村上幹事

会議、行事
第8回2月度役員会

卓話担当：上瀬会員
職業奉仕委員会クラブフォーラム

職業奉仕委員会：
戸田委員長

第8回2月度理事会

卓話担当：植屋会員

RI地区会議行事、
クラブ行事
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2月 行事予定】（平和と紛争予防/紛争解決月間）

11

日付

通算No.

今期

4日
（木）

1310

27

11日
（木）

-

-

休会⑥→祝日 建国記念日

18日
（木）

1311

28

ロータリー財団委員長卓話

25日
（木）

1312

29

国際奉仕委員会クラブフォーラム

19

ホームクラブプログラム

卓話担当者
卓話担当：上山会員

卓話担当：北村（讓）会員

会議、行事
第9回3月度役員会

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

国際奉仕委員長：

RI地区会議行事、
クラブ行事
IM2組ロータリーデー
ホスト：茨木西RC
日程：2/6（土）
会場：千里阪急ホテル
IM4組ロータリーデ―
ホスト：東大阪みどりRC
日程：2/27
会場：未定

高島委員長

ニコニコBOX

オンライン模擬例会

インターネット委員会 梅原 一樹

戸田：本日はありがとうございます。

11月21日（土）18：00よりオンラインでの模擬例会

山本：本日の例会セッティング、有難うございました。

を開催いたしました。

嶽下：ガバナー事務所訪問、有難うございました。

最終的に15名の方に参加いただきました。

北村（讓）
：戸田職業奉仕委員長、
ありがとうございます。

ご参加いただいた皆様、
ありがとうございました。

前田：本日は暑いくらいです。ビール飲みたいですが
残念ながら休肝日です。

本日合計 : ￥10,000
累

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥514,000

35名
6名
0名
27名
8名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
0名

出席率
77.14 %
10月22日の修正出席率 80.00 %

●本日のビジター

地区代表幹事
吉田 政雄 様
大阪東淀ちゃやまちRC
（ゲストスピーカー）
戸田 和孝 様

●メイクアップ

早瀬 道圓 10月22日
北村 讓 10月 9 日

松江東RC
大阪城南RC

12月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
小林 俊統 ［6日］
西田 末彦 ［23日］

●事業所設立記念
栗山 博道

栗山診療所［平成19年］

