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会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道

本日のプログラム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　私の大阪検定
　上山 英雄 会員

次回 11/4 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
■創立29周年記念例会
　親睦活動小委員会

地域社会の経済発展月間／米山月間
月間テーマ（10月）

2021年10月28日
第1326回（本年度 第10回）例会



2021-22年度第1325回（第9回例会）
幹事報告 (10/14)

幹事  嶽下 勇治

皆さん、こんにちは！

久しぶりでの例会でございます。コロナも、やっと収
まってきたかなと感じるようになってきましたが、まだ
しばらくの間は個人個人での対応が必要だと思いま
す。よろしくおねがいします。

■10月14日（木）
　・米山奨学委員会卓話
米山奨学担当の吉田会員

・第5回11月度理事会（13：40～14：30）

・次年度理事・役員発表
指名委員会委員長代理　栗山会長エレクト

■10月21日（木）、休会

■10月28日（木）、創立29周年記念例会　昼食会
　親睦活動小委員会 佐賀野委員長

（ロータリー財団月間）

■11月4日（木）、卓話　上山会員

■11月11日（木）、委員会報告

（地区会議等）

■10月23日（土）

　・クラブ国際奉仕委員長会議　会場orオンライン

　・クラブ社会奉仕委員長会議　会場orオンライン

■11月6日（土）、クラブ職業奉仕委員長会議
　会場orオンライン

■10月30日～11/3　秋のTYLAオンラインセミナー

■10月31日（日）、インターアクトクラブ年次大会

※コロナ対応

　1．例会場前での洗浄

　2．例会場前での検温

　3．テーブル配置　5卓 → 6卓

8月26日のメニュー

・ベーコンとチョリソー入り　なごり楽しむ夏野菜のスープ
・チキンの味噌づけ　ローストと男爵芋バター添え
・カシスとマロンのクープ仕立て
・パン・バター



10月24日、それは私達の最優先事業を語る世界ポ

リオデーです。

これは最もインパクトのある事業であり、歴史を勝ち

取る事業であります。

10月7日を含む一週間は、「ロータリー学友参加推進

習慣」です。

これは何を意味しているのでしょうか・・

さて10月の米山月間での卓話ですが、今回お話させ

て頂きました内容は今までの米山に関する卓話の内

容とちがって、2024年までのロータリーの行動計画

に向けての、お話をさせて頂きました。

2014-15年RIは今までロータリーの様々なプログラ

ム（地区独自やクラブ独自のプログラムも含む）を通

じてロータリーを経験したことのある人を広くすべて

ロータリー学友と定義されることになりました。

これは米山記念奨学生事業が国際奉仕という位置

づけよりも青少年奉仕と重きをおいている内容とな

ります。五大奉仕、第五部門の青少年奉仕は、指導力

地域奉仕プロジェクト、国際奉仕プロジェクトへの参

加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログ

ラムを通じて、青少年並びに若者によって、好ましい

変化がもたらされることを認識するものである・とあ

ります。

また米山奨学生事業の目的は外国人留学生のため

の、ロータリーの理想とする国際理解と親善と平和に

寄与することが目的であることからも、青少年奉仕と

位置づけても問題はないかと考えたいのです。

我々にとってニアンスが違うように感じられる学友や

フェローは一つのフェローとなります。

そこで再び2024年までの行動計画において基本と

なる考え方を整理すると、ロータリーファミリーの概

念により私達とフェローズ（学友）は活動を共にする

こが重要であり、これはまた彼らが私達の中核的価

値観に則って、奉仕事業を自ら立案をし、行動するた

めに我々からの指導を含めて共に事業に参加しても

らうことが推奨されるということなのです。

「ロータリー学友参加推進習慣」

このためには、さらなる活発な地区各委員会が横な

らびの情報共有と議論展開が必要となります。

米山奨学委員会卓話

担当 ： 吉田 了 会員
講師 ： 地区米山副委員長／八尾中央RC　松下 和彦 様



日　時：2021年10月14日（木）　13：40～14：30
場　所：ホテルニューオータニ B1 コスモス
出席者：栗山・嶽下・戸田・北村（讓）・檜皮・村上・丸山・植屋・小林・上瀬・佐賀野・井本　以上12名（敬称略）
欠席者：辻（一）・村橋

2021-2022 年度 第5回　11月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

コロナがようやく治まってきて、例会も行われて嬉しい
限りです。引き続きみなさま健康に留意していただき
頑張って参りましょう。

【審議事項】

1. コロナ対応について

・円卓を5卓から6卓にして距離を取った。

・検温器を購入した。SAAか親睦が入室時に検温をし

てほしい

　⇒［ 承認 ］

2. 2021-2022年度年間行事計画について

・年次総会を11月18日（木）に変更した。　⇒［ 承認 ］

・社会奉仕クラブフォーラムについて5月第2週に変更

　⇒［ 承認 ］

・11月11日（木）前年度事業報告、会計報告を開催する

　⇒［ 承認 ］

・11月18日（木）の年次総会は12：50～で選挙の投票、

卓話後、13：30～より選挙結果を開示する

　⇒［ 承認 ］

・選挙方法としては指名、推薦された全員の名前を記

載し、投票する方に○を記載する方法をとる

　⇒［ 承認 ］

3. 親睦活動小委員会より

親睦家族会が例年155万円ほどの予算でやっている

がニューオータニになって200万円ほどかかる

⇒催し物を3本建てで検討している。例年会員20,000

円、会員家族10,000円ですが、今後の予想値として

は会員25,000円、会員家族12,000円～13,000円

ぐらいを検討している

　⇒［ 承認 ］

4. ニューオータニの利用規約等をもう一度全員に徹
底してほしいという声が会員間から要望が出ている

ニューオータニを利用する場合は必ず事務局に確認

すること。契約書に書かれている利用規約、覚書等を

会員全員に再度資料として提供する

⇒［ 承認 ］

5. 社会青少年奉仕委員会より

成美学寮に対し、今年も11月11日（木）例会後に寄付

金とタオルを持って贈呈しに行く

⇒［ 承認 ］

6. 親睦活動小委員会より

10月28日（木）創立29周年記念例会昼例会の内容は

入会3年未満に「ロータリーに入会して」をテーマに話

してもらう

⇒［ 承認 ］

開会の挨拶（戸田会長ノミニー）

お疲れ様でした。いろんな問題が起こってきますがお

体に気をつけて行きましょう。本日はお疲れ様でした。

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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1327

1328

1329

-

11

12

13

-

臨時総会（事業・決算）

ロータリー財団委員長卓話
年次総会（次年度理事・役員決定）

休会：祝日の週
　　 （11/23 勤労感謝の日）

卓話担当：上山会員

事業報告：村上前幹事

会計報告：檜皮前会計

会計監査：西田前会計監査

国際奉仕委員会
R財団担当：安達会員

第6回12月度理事会

世界インターアクト週間
　日程：11/5～（1週間）

クラブ職業奉仕委員長会議
　日程：11/6（土）

IM6組会長・幹事会
　日程：11/10（水）

【’21年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）



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

2日（木）

9日（木）

11日（土）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1330

-

1331

1332

-

-

14

-

15

16

-

-

祝日②

例会・クリスマス家族会

委員会報告

祝日③

休会：祝日の週

卓話担当：山本会員

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

各委員長 第7回1月度理事会

地区大会
　日程：12/3（金）
　会場：大阪国際会議瀬場・
　　　  リーガロイヤルホテル

【’21年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）

【’22年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
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）

1333

-

1334

1335

17

-

18

19

会長、幹事新年の挨拶

休会：祝日の週（1/10 成人の日）

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

第8回2月度理事会辻会長、嶽下幹事

小林委員長

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

財団補助金管理セミナー
　日程：1/29

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 （職業奉仕）

　　  〃 （社会奉仕）

　　  〃 （国際奉仕）

　　  〃 （会員増強）

　　  〃 （親睦活動）

　　  〃 （会員研修）

　　  〃 （青少年）　

杉村　雅之

藤本　淳司

丸山　澄高

村橋　義晃

北村　讓

北口　竜輔

高島　凱夫

嶽下　勇治

上瀬　匠

西田　末彦

檜皮　悦子

Ⅱ 次年度地区委員会出向者の指名（2021-22年度）

村橋　義晃

檜皮　悦子

戸田　佳孝

上瀬　匠

北口　竜輔

財団委員会

インターアクト委員会

職業奉仕委員会

米山奨学委員会

財団委員会

細則第4条第3項による推薦
次々々年度会長 村上　俊二

連　絡　事　項
Ⅰ 理事・役員選挙（2021-22年度）
2021年10月14日第1325例会において、理事・役員選挙のための指名委員会で指名された理事・役員候補

者の発表があったが、細則第4条第3項による他の者を理事・役員とする推薦があった。

このため、これらの指名は、11月18日の年次総会で投票により採択を得ることとなりました。

1．会長は理事・役員候補者の指名をあらかじ
め指名委員会に依頼し、当該委員会で指名
された理事・役員候補者の氏名を、理事・役
員を選挙する会合の1ヶ月前の例会で発表
する。

2．第1項の例会において、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。これら
の指名は、年次総会において採択を得る。採
択の結果最多数を獲得した候補者をもって
選任者とする。尚、理事の定員は14名とする。

※細則第4条　理事および役員の選挙
第3節ー理事・役員の選挙



例会休会日と決まっていましたので、表題の懇親会を令和3年
10月21日木曜日12時～、予約の取りにくいお店・奈良の「而
今」（にこん）で、12名の参加で開催しました。貸し切りにより
我々だけで久しぶりに美味しい料理とお酒で大いに盛り上がり
話も弾みました。

又、もう少し落ち着きましたら、お昼ではなく夜にゆっくりとこの
ような場を持ちたいですね。参加できなかった皆様、次の機会
に参加を宜しくお願いします。

出席して頂いた皆様、ありがとうございました。

役員・理事・SAA懇親会 SAA  北村 讓



Congratulations!

早瀬会員に米山奨学委員会より
「第８０回メジャードナー（８００万円達成）」の

クリスタルの盾が贈呈されました。

檜皮会員員にロータリー財団より
「メジャードナーレベル１（１０,０００ドル達成）」の

クリスタルの盾が贈呈されました。

当クラブが「第２６回米山功労クラブ
（累計２６００万円）」の表彰を受けました。

▲お誕生日のお祝い：左より井本 万尋会員・満村 和宏会員・
　栗山 博道会長エレクト

▲事務所創立記念日のお祝い：左より植屋 亨会員・栗山 博道会長エレクト

▲結婚記念日のお祝い：左より北口 竜輔会員・梅原 一樹会員・満村 和宏会員
　小林 俊統会員・栗山 博道会長エレクト・嶽下 勇治会員・上山 英雄会員



ニコニコBOX14
10

栗山：秋の気配を感じます。ニコニコ

戸田：八尾中央RC松下様のお話を楽しみにしており
ます。

北村（讓）：例会いいですねぇ

嶽下：お久しぶりです。ニコニコ

植屋：吉田さん、卓話よろしくお願いします。ニコニコ

村上：吉田会員、松下様本日の卓話よろしくお願いし
ます。ニコニコ

檜皮：地区米山奨学委員会、松下副委員長本日の卓
話よろしくお願いします。松下殿様がんばれ！

藤本：地区米山松下副委員長、吉田会員卓話よろしく
お願いします。

早瀬：月初です。ニコニコ

前田：お蔭様で創業100年を迎えました。

満村：お久しぶりです。松下様卓話よろしくお願いしま
す。ニコニコ

村木：ニコニコ

下岡：ニコニコ

辻（義）：お久しぶりです。ニコニコ

吉田：松下副委員長様、卓話よろしくお願いします。ニ
コニコ

北口：皆様お久しぶりです。お会いできて嬉しいです。
ニコニコ

地区米山奨学委員会 副委員長  松下 和彦 様：
本日は宜しくお願い致します。

八尾中央RC  松下 範昭 様：
本日は貴重な卓話に参加させていただき恐悦
至極に存じます。
まだまだ若輩者ではありますが、よろしくお願
いいたします。

本日合計 : ￥49,000
累　計 : ￥384,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 2名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 30名 外国ゲスト 0名
欠席者 2名

出席率 93.75 %

●本日のビジター
地区米山奨学委員会 副委員長
ゲストスピーカー（八尾中央RC） 松下 和彦 様
八尾中央RC 松下 範昭 様

日時：令和3年10月28日（木）12：30～13：30
会場：ホテルニューオータニ　プリムローズ

12：30 例会開会点鐘
 ソング
 「我ら中之島」

12：35 会長エレクト挨拶

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 親睦交流会
 司会 佐賀野委員長

 乾杯

 司会の指名による会員スピーチ

13：25 閉会挨拶 戸田会長ノミニー

13：30 閉会点鐘

創立29周年記念例会と
親睦交流会式次第


