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本日、辻一夫会長欠席のため突然会長の時間を埋めるようにとの事
です。そこでコロナワクチンのお話しをさせて頂きます。

このコロナ禍でゲームチェンジャーとして期待されているコロナワク
チンは首相官邸ホームページによると、7月1日現在約4,700万接種
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本日のプログラム

次回 7/15 のお知らせ
♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　クラブ奉仕委員会

クラブフォーラム
　戸田 佳孝 委員長
■第2回8月度理事会
　13：40～　コスモス

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　四大奉仕委員長 方針
　戸田クラブ奉仕委員長
　小林職業奉仕委員長
　上瀬社会・青少年奉仕委員長
　植屋国際奉仕委員長

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道



回と発表されており、厚労省のホームページでは医
療従事者約480万人と、希望する高齢者約3,600万
人に2回のワクチン接種を7月末までに終了する予定
と記載されております。また現在大規模会場での接
種、職域接種、開業医での個別接種も開始されており、
ワクチンの供給に停滞しているとの報道も多く見ら
れます。

しかしファイザー製19,400万回分モデルナ製5,000
万回分のワクチンが確保されていますので、今年度
中にはワクチン接種を希望される方には2回のワク
チン接種は必ず行われ、集団免疫を獲得し、コロナ
禍が終焉することを祈念しております。

2021-22年度第1317回（第1回例会）
幹事報告 (7/1)

幹事  嶽下 勇治

2021-22年度最初の幹事報告をさせていただきます。

■7月1日（木）、会長・幹事方針あいさつ
辻一夫会長
嶽下幹事

■7月8日（木）、四大奉仕委員長方針あいさつ
戸田クラブ奉仕委員長
小林職業奉仕委員長
上瀬社会・青少年奉仕委員会委員長
植屋国際奉仕委員長

■7月15日（木）、クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム

第2回8月度理事会（14：10～15：00）

■7月21日（水）、IM6組会長・幹事会（六輪会）
18：00～ホテルモントレグラスミア大阪

■7月22日（木）、祝日（海の日）

■7月29日（木）、（小）委員会活動方針
丸山会計
北村讓SAA
村上会員増強・維持小委員会委員長

▲お誕生日のお祝い：左より檜皮 悦子会員・早瀬 道圓会員・
　栗山 博道会長エレクト

▲事務所創立記念日のお祝い：左より北口 竜輔会員・井本 万尋会員・
　栗山 博道会長エレクト・山本 肇会員・北村 讓会員

栗山例会運営小委員会委員長
佐賀野親睦活動小委員会委員長
村橋会員研修小委員会委員長
檜皮青少年奉仕小委員会委員長

■8月5日（木）、会員増強・維持委員会卓話
　村上委員長

　第3回9月度理事会（13：40～14：30）
辻（一）、栗山、戸田、丸山、北村譲、小林、上瀬、
植屋、村上、村橋、檜皮、井本、嶽下

　指名委員会（11：30～12：00）



7月1日辻年度のスタートに当たって皆様に直接お目
にかかってご挨拶をさせていただかねばならないと
ころですが、残念ながら、突如肺がんの疑いを指摘さ
れ、関連した検査スケジュールを早急に消化せねば
ならなくなり、本日の例会を欠席せざるを得なくなり
ました。

そこで、嶽下幹事と検討を重ねてまいりましたクラブ
運営の基本方針などの一部につきまして、若干お伝
えしたいと思います。

①コロナ事情により前例を踏襲する運営が難しい
ことから、事態に柔軟に対応することとし、その
際の判断基準は4つのテストにみられる理念と

したいと思います。

②例会は必ず開催することとします。仮に宣言下で
も、工夫してまいりたいと考えます。

③クラブ運営の原動力は申すまでもなく「仲良きこ
と」ですが、これを醸成するため、写真同好会な
どの各種同好会活動も充実させたいものです。

今のところ、私から皆様にお伝えしたい事は以上であ
ります。出席もしないで高邁なことを申し上げました
が、病人の我儘とお許しくださいませ。皆様の楽しい
クラブライフをお祈りしています。私は必ず戻ってま
いりますことをお約束してご挨拶とします。

こんにちは。

幹事方針と言っても、何を話して良いのかよくわかっ
ていませんが、まずは、辻会長の幹事を引き受けた
理由についてお話ししたいと思います。　

第一の理由は、辻会長の想いが私の頭に残っていた
からだと思います。

ご存知の通り、私と辻会長とは同業者で、しかも事務
所も近くで開業しています。

ある時、偶然近くの喫茶店で同席することがありまし
た。雑談の中で、辻会長が私に、実は私は何か人のた
めとか、世の中のために、何かしなければならない運
命にあるようです。と、真剣な表情で話をしていただ
きました。

2021-22年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長　辻 一夫

２０21-22年度 幹事挨拶

幹事　嶽下 勇治

辻会長は、現職時代は国税のエリートで同期のなか
でも常にトップを走ってきた人です。多分、厳しき環
境の中でもトップを走ってきたわけですから、周りか
らは「鬼の辻」とかなんとか言われていたんでしょう
ね。私は、反対にぺーぺーだったものですから、仏の
嶽下とかなんとかいわれていたんですかね。

そんな、辻会長から、非常に低姿勢でやさしく穏やか
に思いを話をしていただいたときは、意外な面を見
せていただいた気がしました。

当時、私もロータリー歴は浅かったものの、ロータ
リーで活動してみたら如何ですかとお誘い、現在に
至るということになっています。

辻会長が指名された時、私に幹事を引き受けてもら
えないかと言われた時、二つ返事で了解させて頂き
ました。

やはり、辻会長の思いが頭に残っていたことが、引き
受けた理由だといえます。

ところが、幹事と言うことで、二度目だから簡単だろう
と高を括っていたところ、それはどっこい、ほとんど分
かりません。

予算や、事務手続などは誰かに聞けば解決できるが、
定款、細則その他ロータリーの資料も数多くあるもの
の、何ひとつスッキリするものは無い。



細則では、幹事の仕事として、会員の名簿・記録の保
管や、事務局の管理などとしかなく、一方他のロータ
リー雑誌では、幹事は執行部門の代表者として、実務
上の権限と責任を持つなどとあるもの、はっきりした
職務が明示されていないのが現状です。

で、悩みに悩んでいた頃。（ほんとは大して悩んでは
いないけど）

この前の日曜日に、知り合いの指揮者が久しぶりに
大阪シンフォニーホールでの山形交響楽団をひきい
てのクラシックコンサートがあり、コロナで延期に
なっていたがやっと解禁になったので聴きに行って

きました。

山形は、サクランボですね。特に山形のサクランボは
格別ですね。クラシックはよく分からないんですけど、
会場に山ほど運んで来ます。このサクランボを目当て
に毎回聴きにきます。

で、サクランボはどうでもいいんですけど、席は前か
ら5番目、中央やや左。そうなんです。指揮者と第一ヴ
アイオリンが丁度目の前。普段はあまり気にもしな
かったのですが、指揮者と第一ヴアイオリン、何となく
怪しい。

後で調べたところ、この第一ヴアイオリンは、コンサー
トマスターとしての役割があり、最初の音合わせから
始まり、指揮者の意図を具現するとあります。

弦楽器セクションのボーイングを決めるのも第一ヴ
アイオリンの役割とありました。

ある有名ヴアイオリニストのインタビューにこんな記
事がありました。コンサートマスターのしごとは、弾く
ことより、聴く耳をもつこととありました。

それも、音を聴くだけではなく、言葉や、人の気配を
聴くことがものすごく大事です。とありました。

何か少しヒントになった様なきがしています。1年間
よろしくお願いします。

皆様こんにちは

先週はお久しぶりに、學校でキャンパスの入構制限
は解除しまして、一部の授業は対面の形を再開しま
した。

學校は入構制限だった時期に、入り口が正門しか入
れなかったため、研究室までいる時間は5分ほど増え
ました。

米山奨学生 米山奨学生  陳 玉芬

入構制限が解除されてから研究室に行くとき、駐輪
場から直接に研究室に行けるので、前より研究室に
行く回数は増えました。

今も先月と変わらず、就職活動及び研究で生活が充
実しています。少し変わったところは、學校の入構解
除により、ウイルスで不安になっている感じは少し抑
えました。先週の木曜日に学校からのワクチン接種
についてのアンケートが届きました。もしかしたら、學
校でもワクチンが接種できるようになるかもしれない
です。日本ではワクチン接種の実施は早いと思いま
す。台湾では、主に医療の関係者及び75歳以上の高
齢者を対象として、ワクチンの接種を行っています。

そして、先週日本から台湾に二回目のワクチンを支
援する予定だというニュースを見ました。本当にあり
がとうございました。

私も自分の体調を気を付けながら、学業や就職活動
に頑張ります。



RC Takashima 様

地域リーダーとしてご尽力いただきました皆さまに、
心より御礼申し上げます。ロータリーでは、チーム
ワークによって世界中の地域社会に大きなインパク
トをもたらすことができます。皆さまは、ほかの地域
リーダーやシニアリーダーと協力しながら、地域のク
ラブと地区を効果的にご支援くださいました。

また、豊かな経験、知識、スキル、才能を生かして、地
区とクラブが課題に取り組むのを援助し、ロータリー

全体の成長にご貢献いただきました。

多大なるご貢献に感謝いたしますとともに、ロータ
リーでの今後のご活躍をお祈りしております。

心を込めて 
Nora

7月1日のメニュー

ロータリーコーディネーターの感謝状が来ました 高島 凱夫

口取り 玉子焼　道安宝珠喜　山桃　枝豆　海老芝煮
 とうもろこし　サーモンチーズ　鰻寿し
 小鮎甘露煮　丸茄子田楽　塩トマト松葉
 白身コーンフレーク揚げ

焚合せ 芋　蛸　南瓜　蓮根　オクラ　振り柚子

造　り 鯛　胡麻豆腐　あしらい一式

御　飯 鯛御飯　三つ葉

煮物椀 干し貝柱あんぺい　車麩　冬瓜　艾生姜

デザート 桃ゼリー（白桃・黄桃・若桃）　ヨーグルトソース
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栗山：辻年度の初例会ですね。1年間よろしくお願い
いたします。

戸田：新年度、辻会長、嶽下幹事よろしくお願いいたし
ます。お渡したCD聞いてやってください。

北村（讓）：辻一夫年度、楽しくいきましょう。

嶽下：辻一夫年度の始まりです。よろしくお願いいた
します。

上瀬：新年度のスタートですね。よろしくお願いいた
します。

植屋：新しいスタート、ニコニコ
国際奉仕委員会、例会終了後1時40分より地下
1階ライラックで行います。

村橋：新年度のスタートを祝して。

藤本：辻会長、嶽下幹事1年間よろしくお願いいたし
ます。

福田：辻丸の出船です。よろしく

早瀬：新年度です。会長、幹事、役員の皆様頑張ってく
ださい。ニコニコ
今日は私の誕生日です。

井本：辻会長、嶽下幹事1年間よろしくお願いいたし
ます。

北口：新体制のスタートですね。よろしくお願いいた
します。ニコニコ

満村：新年度ですね。ニコニコ

村木：新年度、辻会長、嶽下幹事1年間よろしくお願い
いたします。ニコニコ

西田：辻会長、嶽下幹事1年間よろしくお願いいたしま
す。ニコニコ

岡本：辻会長、嶽下幹事1年間よろしくお願いいたし
ます。

下岡：辻会長頑張ってください。

高島：素晴らしい1年でありますように。

辻（義）：辻会長、嶽下幹事1年間よろしくお願いいたし
ます。

山本：辻会長、嶽下幹事、役員の皆様頑張ってください。

梅原：辻会長、嶽下幹事1年間よろしくお願いいたし
ます。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥73,000
累　計 : ￥73,000

●出席報告
会員数 33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 0名
出席者 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 81.81 %
6月10日の修正出席率 77.14 %

●本日のゲスト
米山奨学生 陳　 玉芬 様

7月3日、2021～2022年度・RI第3地域 ロータリー
戦略計画推進セミナーが開催されました。本日は、
ロータリー公共イメージコーディネーター部門が主
宰で行われました。ハイブリッド形式での開催です。
横山パストガバナーと私は、ゲストとして招待されま
した。

この会は、ロータリーコーディネーター、財団コーディ
ネーター、それに公共イメージがそれぞれの立場で、
戦略計画を推進させ、如何にクラブ、地区の活性化を
図るか？を考えるセミナーです。

ロータリー戦略計画推進セミナー 高島 凱夫


