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第1311回（本年度 第33回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

本日は、親睦と奉仕について、話題提供したいと思います。

ロータリークラブの発足の状況は、もう何回もお話ししています通り
毎月届けられる「ロータリーの友」横組み6ページに記載されていま
すので十分に承知されているところですが、改めて申しあげますと

本日のプログラム

次回 4/1 のお知らせ

♬SONG : 「火も風も星も」
■城北・鶴見・中之島太閤園3RC

合同懇親会　
　12：30～13：00　例会
　13：10～14：00　合同懇親会
　　　　　　　　  マジシャン隼人氏に
　　　　　　　　  よるマジックショー
　場所：ダイヤモンドホール

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　わたしの履歴書
　前田 隆司 会員



「1905年、シカゴの青年弁護士ポール・ハリスが『友
情とビジネスをまぜあわせたら、友情もビジネスも増
えるのではないか？』というアイディアをもとに3人の
友人と語り合って発足させたものです」。

ポール・ハリスは同業者間の親睦の難しさを痛感し
ていたので、競争相手とならない友人の輪をつくりだ
そうと、会員を1業種1名に制限したのです。これが、
ロータリー会員増強独自の職業分類制度の始まりで
す。これにより、他の会員から商売上の利益を得るこ
とを目的としたような人でも、クラブ内の温かい雰囲
気に包まれて、利益よりもっと満足のできるもの、すな
わち「親睦」を見いだすことができるようになりました。

ロータリーの親睦は、単に会員同士が仲良くすると
いうだけでなく、奉仕活動の基礎となるものでした。
さらに、共に行う奉仕活動が一層親睦を深めることに
なり、ロータリーは親睦と奉仕の融合の場となったの
です。

つぎに、奉仕について、話題提供してみたいと思いま
す。ロータリーで言う｢奉仕｣という概念は、単なる日
本語になってしまった「サービス」という言葉＝｢おま
け｣・｢お得｣的な意味に使われているために、どうも
しっくりしないのではないか？と思っています。

すなわち、要は“service”という言葉で英語圏の人た
ちが頭に浮かべる概念と同じ概念を、我々が「奉仕」
という言葉で頭に浮かべることができれば良いわけ
です。

Serviceの動詞形はserveで、どういう動作を称して
serveというのでしょうか？

それは、バレーやテニスで最初に打つボールをどう
してserveというか？を思い浮かべて頂ければ理解で

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

今日の例会はオンライン（zoom）を併用することで開
催されています。例会開催する以上コロナにかから
ないように感染対策を十分行いましよう。それではこ
れからの行事予定を申し上げます。

2020-21年度第1310回（第32回例会）
幹事報告 (3/18)

幹事  村上 俊二

きると思います。

すなわち、「人とか地域にニーズがあり、そのニーズ
を満たして行こうとする行為」が、serveといわれてい
ます。ニーズを満たす行為をServiceというのですが、
その人・地域が欲求することと、その人・地域にとって
本当に必要なこととは必ずしも一致しないこともあり、
本当に必要なこと・ものを的確に把握することが大切
です。

「奉仕の理想」はロータリーの目的（綱領）の中にある
“Ideal of Service”が直訳された言葉です。Serviceと
言うことばの日本語訳として“奉仕”というようにされ
ましたが、前記しましたように当を得たような言葉に
解釈されていないように思われています。

“Ideal of Service”とは、ひと・地域のニーズをよく汲
み取って、そのニーズを理想的なかたちで満たすと
いう意味であることを、再認識して行くことが何よりと
思われます。

すなわち、会員各位は、常に日頃から積み重なれた
「親睦」＝「友愛」に培わされた上に醸し出される「慈
愛の心」で、理想＝奉仕に務めることです。

「慈愛の心」は、相手をよく理解し、相手の立場に立っ
て考え、相手に優しい心を投げかけること＝「いたわ
りの心」ロータリーの友令和3年3月号（札幌北 小林
博様より引用）



それは2019年も終わろうとする12月30日、中国のと

ある眼科医のSNSで始まった。

武漢で華南海鮮市場7名がSARSに罹患し隔離され

ているという。しかしすぐに彼は“違法問題”に対する

コロナ渦の医療現場

担当 ： 栗山 博道 会員、
講師 ： 関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頚部外科　朝子 幹也 様

「訓戒書」に署名をさせられることになり、事実は隠蔽

された。その後原因不明の新型肺炎は新型コロナウ

イルス（SARS-CoV-2）の感染症による急性呼吸器疾

患（COVID-19）と同定され、2020年1月31日には

WHOによって国際的に懸念される公衆衛生上の緊

急事態宣言が出された。

しかし、実際にパンデミックの宣言が出されたのは3

月11日にまでもつれ込み、テドロス事務局長の中国

への癒着と責任を問う声が上がったのは記憶に新し

いところである。いち早く危機を見てとった件の眼科

医も自身がCOVID-19の犠牲となった。こうして始

まった未曾有の大災害は我々の生活を一変させた。

医療の現場も混乱を極め、種々の情報が溢れかえり、

専門家である医師の間でも温度差が大きく、身近で

コロナ患者を見る現場と見ていない現場で対応にも

大きな差が出た。

TVなどで報道されている最前線のコロナ対応部署で

ない医療機関ではどのような状況であったのか、そし

てようやく一筋の光明であるワクチン接種が始まろう

としている今、ワクチンに関する不安や疑問が溢れる

今、どうすべきか解説したいと思う。

■3月18日（木）、本日の卓話は栗山会員であります。
栗山会員よろしくお願いします。

　また例会終了後第10回4月度理事会が開かれま
す。会場はサファイヤルームになっております。

■3月25日（木）、この日は太閤園3RC懇親会が昼例
会で開かれます。満村委員長ご準備よろしくお願
いします。

■4月1日（木）、この日の卓話は前田会員であります。
前田会員ご準備よろしくお願いします。

　尚、午前11時30分より5月度役員会が開かれます。

■4月8日（木）、この日の卓話は植屋会員です。植屋
会員ご準備よろしくお願いします。

■4月15日（木）、この日の卓話は満村会員でありま
す。満村会員ご準備よろしくお願いします。

　午前11時30分より第3回ノミニー理事会が開かれ
ます。

　また例会終了後5月度理事会が開かれます。



■配布資料確認・出席者の確認

審議事項

1. 2021-2022年度年間行事計画について

【例会開催数】

年間行事計画の明細　定款第8条第1節より、明細の通

り休日日とする。

＊例会場がニューオータニに変更になるために費用負

担が増えるので、赤字を減らすために月の例会の回数

も減らせる。年間40回の開催予定とする。

【クラブ協議会】、【委員会報告】、【理事会】、【総会】を明

細の通りとする。

3回連続で例会を休会しないようにしている。

＊理事会を2週目⇒3週目に開催（栗山会員耳鼻科医会

の為）

　⇒［ 承認 ］

2. 委員会構成について

各委員会構成（案）について

辻会長（エレクト）：同好会を年に2回くらい開催してほしい

上山会員の出席の関係で出席委員の副担当に村木会

員を追加する

3. 緊急連絡網

　⇒［ 承認 ］

4. 副幹事⇒井本会員、副SAA⇒藤本会員、上瀬会員、
北口会員、小原会員

　⇒［ 承認 ］

日　時：2021年3月18日（木）11：30～12：00
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席者：辻（一）・嶽下・金森・村上・栗山・上瀬・植屋・村橋・檜皮・丸山・佐賀野・小林・井本　以上13名（敬称略）
欠席者：北村（薫）・北村（讓）

2021-2022 年度 第二回　ノミニー理事会議事録

5. 例会場の変更について

奉仕活動資金検討表　予算書より

辻会長（エレクト）：前年を踏襲した形にすると固定費だ

けで40,000円ほど不足する

奉仕活動部分ではニコニコを平均的に考えると12,000円

合わせて、52,000円（1人当たり年間）不足すると説明が

あった。

今後、またニューオータニに交渉する。細かなところはま

だ回答はもらっていない。

開会の挨拶（栗山会長ノミニー）

本日は役員会・例会・協議会・理事会と長丁場になりますが、

宜しくお願いいたします。

■次回開催予定　４月15日（木）



開会の挨拶（金森会長）

本日は役員会・例会・協議会・理事会と長丁場になり
ますが、宜しくお願いいたします。

【協議事項】

1. 2020～21年度 下半期年間行事計画について
2021年3月25日（木）14：00～
三クラブ合同懇親会：大阪城北RC/大阪鶴見RC/
大阪中之島RC合同懇親会
ホスト：大阪中之島RC　マジックショー　理事会
⇒［ 承認 ］

2021年5月13日（木）三世代合同例会
会場：太閤園　理事会にて　⇒［ 承認 ］

2. SAA委員会座席の検討について
新型コロナ禍のためSchool形式にて例会開催継続

日　時：2021年3月4日（木）11：30～12：00
場　所：太閤園
出席者義務者：金森・辻（一）・栗山・村上・前田・檜皮　以上6名（敬称略）

2020-2021 年度 第10回　4月度クラブ役員会協議録

3. その他
①細則改正について：2020年11月19日第7回理事
会にて細則第6条第一節年次総会の時期を毎年
12月上旬から11月上旬に変更する件は既に承認
がありましたが、新型コロナ下のため2021年3月4
日に例会にて改正＿事業補助金申請対処のため

②大阪市中央急病診療所へのマスク寄贈の件＿
2021年4月8日 14：00～

③ 開明中学校高等学校スピーチコンテスト・ZOOM機
器寄贈の件＿2021年3月6日 14：30～

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）

ご協力有難うございました。

日　時：2021年3月18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・満村・戸田・辻（義）・高島・前田・檜皮・嶽下・村上　以上12名（敬称略）
欠席者：西田　以上1名

2020-2021 年度 第10回　4月度定例理事会議事録

開会の挨拶（金森会長）

今朝、ノミニーに参加された方は、例会と理事会とい
うことでありがとうございます。

与えられた審議事項をスムーズにご審議頂きますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

【審議事項】

1. 2020-21年度下期行事計画と対応について
 村上幹事

今月の三世代奉仕事業28日は中止となっています。

4月8日の卓話は植屋会員に変更となっています。

4月中旬の地区協議会は後日連絡がくることになって

います。

ロータリーの国際大会は、パーシャル開催ということ

になっています。

2. 例会場の移転（ホテルニューオータニ大阪）
辻会長エレクト

11日に折衝した中身では、だいたい事前に吉田会員

から頂きましたデータ通りの話でした。ミリオンダラー

の件は、上司と相談させて頂きますとのことでした。

最低食事は、32食とありましたが、実際は25食前後で

改めて交渉予定です。

本日配布している会計上の予算資料ですが、これは、

現在の状況でいくと、いわゆる固定費で40,000円、奉

仕事業で12,000円の赤字は出るということになります。

ただ、来年度の予算編成の過程では、そこをどうリカ

バリーしていくかは課題として残っています。

ただし、辻年度の予算編成では、値上げというプロセ

スはあまり考えていません。

それよりも事業を縮小するなど、いろんな方策を考え

ている段階にあります。

どうしても足らないときは、皆さんからカンパをいくら

してほしいと明確にお願いするなどして、会費の値上

げは考えていません。

★会員意見：

夜例会、クリスマス会、そして奉仕活動など、次年度

は若い委員長が多く、勉強のためにもちゃんとして

頂きたい。



【’21年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）

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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1316

1317

1318

1319

38

39

40

41

三世代合同例会（太閤園）

卓話担当：村木会員

社会・青少年奉仕委員会

卓話担当：岡本会員

卓話担当：佐賀野会員

第12回6月度役員会

新旧合同理事会

地区会員増強セミナー
　日程：5/22（土）
　会場：YMCA

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）

1320

1321

1322

1323

42

43

44

45

委員会報告

会長・幹事退任挨拶
下半期新入会員歓迎会　夜例会

各委員長・小委員長

卓話担当：下岡会員

卓話担当：杉村会員

金森会長、村上幹事

新旧合同クラブ協議会

第1回7月度理事会

ロータリー台北国際大会（台湾）
　日程：6/12（土）～16（水）
　⇒中止
IM6組会長幹事会（第５回）
　日程：6/2（土）　18時
　会場：帝国ホテル大阪

【’21年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）

【’21年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
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）

1312

1313

1314

1315

-

34

35

36

37

- 休会⑦→祝日　昭和の日

卓話担当：前田会員

卓話担当：植屋会員

卓話担当：満村会員

卓話担当：村橋会員

第11回5月度役員会

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

3. 三世代・社会奉仕合同例会について

三世代は、本来ヒルトンでやることになっていたが、太

閤園が閉館になるということで、太閤園でさせていた

だけないかと提案したところ、了解して頂いた。

運営進行等は、大阪天満橋RCがするが、大阪中之島

RCにお願いする場合にはよろしくとのことでした。ご

協力をお願い致します。

中之島としては実施することに承認する。

4. 太閤園3RC懇親会について  満村親睦活動委員長

報告

例会で説明したようにマジシャンはやとを呼んで

ビックショーをみなさんで鑑賞していただくという企

画です。ただし、夜例会ではなく昼例会としています。

場所は、3階のダイヤモンドホールで、円卓形式で

開催します。

司会は、満村で開会の挨拶は金森会長にお願いし

ます。懇親会での挨拶は、鶴見と城北の会長にお願

いしています。

5. その他　会計

・前回本会計の総合口座に、定期預金を移すというこ

とにしていたが、法人口座は総合口座にできないの

で、定期預金を全額解約して普通預金にいれかえる

　⇒［ 承認 ］

・栗山会員

N95マスクの寄付について、地区補助金299,750円

がおりたので、クラブ拠出金同額の299750円をプラ

スして、合計599,500円でN95マスク医療マスクを

買って4/8大阪市中央急病診療所に持っていく段取

りとなっている。

　⇒［ 承認 ］

・高島国際奉仕委員長

コロナの影響で、台湾への周年に出席できないため、

毎年寄贈している台湾の奨学金20万円は、送金する

こととする。

　⇒［ 承認 ］

・インターアクトの三本杉先生が田中先生に交代と

なった。

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。



先　付 鮪角煮　針生姜

造　り すずきへぎ造り　帆立焼作り　あしらい

煮　物 長芋　筍　海老　絹さや　桜麩

八　寸 小附　桜豆腐　三つ葉　旨出汁
  出汁巻玉子　鮭塩焼　茄子田楽
 数の子博多　穴子八幡　枝豆

外出し
 温   物 鰆桜蒸し　しめじ　法蓮草　針人参
 旨出汁餡

 食   事 白ご飯　かつお利休　木の芽

 香の物　二種盛り

 止   椀 味噌汁　豆腐　若布　なめこ　葱

3月18日のメニュー

皆様こんにちは、

先週の論文発表会について、私は午前の研究報告で
二番目に発表して、変わらずに緊張しました。最後コ
メントしてくれた先生から数量分析についていくつか
の質問をされて、その答えについて頭の中でしっかり
考えました。でも、答える瞬間に緊張して、自分の答え
もぐちゃぐちゃになってしまいました。今回は初めて
学外で発表して、全体的にいい感じでした。次の発表
は5月と6月にあります。

先日、日本人の友たちが今年の四月から社会人にな
るので、その友たちと食事しました。長い間もあって
いなかったので、互いに今までやったことと就職活動

米山奨学生 米山奨学生  陳 玉芬

に関する話はたくさん喋りました。

久しぶりに友たちと食事して話したので、自分も今年
に研究と就活での目標に対する思いを再び熱くなり
ました。

そして、ニュースよりウイルスのワクチンは六月以降
に接種し始めて、一般の住民にワクチンの接種を励
むため、休暇また補助金という対策も実施する話もあ
りました。六月までまた二か月もあるけど、ワクチンは
副作用があることをよく聞いているので、今はワクチ
ンの接種をするかどうかを悩んでいます。

近況報告は以上です。ありがとうございました。
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辻（一）：ニコニコ

村上：栗山会員、本日の卓話楽しみにしています。

栗山：本日朝子先生の代理卓話です。皆様よろしくお
願いいたします。

戸田：4月からロータリーバッジをつけてテレビコ
マーシャルに出演します。
BSとCSですけど。

辻（義）：ニコニコ

吉田：今月末29日で83歳を迎えます。日頃お世話に
なっている中之島ロータリークラブの皆様のお
蔭です。
感謝の気持ちを込めてニコニコいたします。
小生体調は一時の不調を脱し、旧（もと）の体に
復調しつつあります。
私の孫は近畿大学マグロ科へ、東京在住の孫
は早稲田の政経学部に合格いたしました。
家内安全・健康第一です。
今後とも皆様よろしくお付き合いをお願い致し
ます。

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：先日1番下の孫が立てるようになりました。
週末は1番上の孫と飲み会です。

植屋：明日から北海道です。寒そうですがニコニコ

小原：とてもいいお天気ですね。ニコニコ

本日合計 : ￥23,000
累　計 : ￥780,000

●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 1名
出席者 30名 外国ゲスト 1名
 （リモート参加1名）
欠席者 5名

出席率 85.71 %
2月25日の修正出席率 77.14 %

●本日のゲスト
栗山会員ご紹介（ゲストスピーカー） 朝子 幹也 様
米山奨学生 陳　 玉芬 様

●メイクアップ
戸田 佳孝   2 月24日 地区職業奉仕委員会

日時：2021年3月25日(木）　13：00～
会場：太閤園  ダイヤモンドホール

12：30 大阪城北ロータリークラブ
 大阪鶴見ロータリークラブ
 大阪中之島ロータリークラブ例会

13：00 受付開始

13：10 開会挨拶
  大阪中之島RC 親睦委員長　満村 和宏

 会長挨拶
  大阪中之島RC 会長　金森 市造

13：20 マジックショー マジシャン隼人

14：10 閉会挨拶
  大阪城北RC 副会長　青木 義明
  大阪鶴見RC 会長　濃添 敬造

大阪城北ロータリークラブ，大阪鶴見ロータリークラブ，
大阪中之島ロータリークラブ

三世代クラブ合同例会プログラム


