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こんにちは、

12月は疾病予防と治療月間です。2016年大阪中之島RCはベトナム
ダナン病院に鼻内内視鏡手術機器を贈呈するとともに、関西医大耳
鼻咽喉科スタッフが鼻内内視鏡手術をダナン病院耳鼻咽喉科スタッ
フに手術指導することによりダナン病院の耳鼻咽喉科医2人が鼻内

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　会長・幹事年頭挨拶
　会長・幹事
■第8回2月度理事会
　13：40～　コスモスの間
※次週1月13日（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　職業奉仕委員会

クラブフォーラム
　小林俊統 委員長

次回 1/20 のお知らせ

職業奉仕月間
月間テーマ（1月）

2022年1月6日
第1333回（本年度 第17回）例会



内視鏡手術を習得することができました。その後毎
年ダナン病院に視察に行き、2020年1月の訪問を
もって、このプロジェクトが終了しました。

副鼻腔手術は近年進歩が目覚ましく、私が耳鼻咽喉
科医になった1985年頃は、歯齦部切開で上顎洞前
壁を開創し、副鼻腔に到達する副鼻腔根本術が行わ
れてきた。この手術は術後の顔面腫脹が激しく1回で
両側行うことができず、両側施行すると入院期間も4
週間と長期でした。1990年代より鼻内内視鏡手術が
主流となり患者さんの手術による痛みが軽減され入
院期間も1週間と短縮されました。現在ではナビゲー
ションシステムを用いてより安全に鼻内内視鏡手術
を施行する施設が増えています。

2021-22年度第1332回（第16回例会）
幹事報告 (12/16)

幹事  嶽下 勇治

皆さん、こんにちは！

先週の、クリスマス会は盛大に開催されました。あり
がとうございました。

特に、親睦委員会の佐賀野委員長および委員の皆さ
ん方には、何回も委員会を開催して頂き入念な準備
して頂き、心からお礼申し上げます。

また、毎年とはいえ西田会員には手数のかかる果物
の手配、そして檜皮会員にはお土産までいただき感
謝申し上げます。

本日の幹事報告をさせていただきます。

（12月 疾病予防と治療月間）

■12月16日（木）
　・委員会報告
　・第7回1月度理事会（13：40～14：30）

■12月23日（木）、休会

■12月30日（木）、休会

（1月・職業奉仕月間）

■1月6日（木）
　・会長、幹事新年の挨拶
　・第8回2月度理事会

■1月13日（木）、休会　祝日の週（1/10成人の日）

■1月20日（木）、職業奉仕委員会クラブフォーラム

■1月16日（木）
　・例会、上半期新入会員（清水会員）歓迎会
　  親睦委員長 佐賀野委員長

　（ポールハリス命日）ロータリー創設者

12月16日のメニュー

・押し豆腐のサラダ
・蟹の卵入りフカヒレスープ
・季節野菜と海老の炒め
・鶏の唐揚げ　香味ソース
・海鮮あんかけ炒飯
・杏仁豆腐
・コーヒー



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、親睦活動小委員会、
会員研修小委員会、職業奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、

青少年奉仕小委会、国際奉仕委員会、SAA委員会

クラブ奉仕委員会　戸田委員長

例会運営部門では7月15日に「アフターコロナの魅力的な

奉仕事業について」と題したクラブ奉仕フォーラムを行い

ました。ロータリーソングを皆様に覚えてもらうためにCDを

作製し、配布しました。

親睦部門では、年末の家族会の運営のお手伝いさせてもら

いました。佐賀野委員長を中心とした委員会のメンバーや

事務局江川さんの工夫によってcovid19感染防止の意味

もあり参加費が格安であるお子様の参加をご遠慮いただ

き、ビンゴゲームなどの景品を節約し、お土産は西田会員

や檜皮会員にご協力いただき、手品などの比較的高価な

出演者を取りやめ、経費削減に努めました。その結果、2年

前の太閤園での年末家族会は会員の会費20,000円、参加

人数約90人、支払い額985,720円でしたが、今回は会員

の会費25,000円、参加人数39人、支払い額965,470円で

あり、参加人数を半分以下に抑えたとはいえ、太閤園の時

に比べて約2万円経費を減らすことに成功しました。この経

験は今後のニューオータニでの宴会を行う際の参考にな

ると考えご報告させていただきます。

会員増強部門や会員研修部門では何もお手伝いできてい

ませんので、後半に頑張りたいと考えております。

会員増強・維持小委員会　村上委員長

今年度の活動方針は年次計画書に記載の通りです。言うま

でもなく、会員増強及び維持はクラブにとりロータリー活動

の活性化に必要なものであり、クラブ発展の土台となるも

のです。

現在、新規会員の1名の入会と1名の入会申し込み予定者

がありました。コロナ禍とはいえ、いままで会員数は33名で

推移し、この2年間は減少傾向だったのでここで2名の増員

は大変嬉しいです。また、その他にも推奨者がおられます

ので今後下期にかけて増強委員会は増員に注力してゆき

たいと思います。　

会員増強拡大の方策として、一番大事なのは会員個人の

増強意欲であります。自分の周りを見渡しても必ず「入会推

奨者」がおられます。新しい人だけでなく古い人の掘り起こ

しも大事です。会員増強には特効薬はありません。本年度

はクラブ会員全員の力を結集して会員各位が思い浮かぶ

「入会推奨者」を発掘してまいりましょう。

私は今年の年次計画書に勧誘と定着の「環境整備」が必要

と書きました。つまり現在会員の大多数の方も何方に「誘

われて入会した」のであって「自分の意思で入会した」方は

少ないと思います。だからこそ、会員増強に勧誘活動は必

要だと思います。ただ、勧誘してもすぐに退会されたのでは

何にもなりません。その意味で勧誘と定着は表裏一体であ

ります。

したがって、入会してからもクラブの会員の皆さんと打ち解

けやすい雰囲気があり、結果として定着がはかられる環境

づくりが必要であります。これからの活動で実践してまいり

たいと思います。



職業奉仕委員会　小林委員長

職業奉仕委員長の小林です。

年次計画書で今年の8～9月において、出前授業を計画し

ていることを報告させて頂きましたが、コロナの影響や講

師の方の御都合などもあり、実施には至りませんでした。皆

様にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。

ただ、戸田副委員長の発案で今日の例会前に委員会を開

催して、来年の4月に大阪東南ロータリークラブと合同で出

前授業をする計画について承認を頂きました。

戸田副委員長にはお世話になってばかりでお恥ずかしい

限りではございますが、せめて、役員として理事会などでは

闊達な議論に参加して大阪中之島ロータリークラブの発

展に寄与していきたいと考えております。

今後ともよろしくお願いいたします。

会員研修小委員会　村橋委員長

会員研修小委員会は、今年度上期の新入会員と下期の入

会予定者が入会されクラブの雰囲気に慣れた時期にロー

タリーの基礎知識やロータリー情報を分かり易く提供し、

新ロータリアンとなられる会員をサポートしたいと思います。

又、会合が可能な状況になれば、入会歴5年未満の会員を

交え意見交換を兼ねた親睦交流会を計画したいと考えて

おります。

親睦活動委員会　佐賀野委員長

1．クリスマス家族会は無事皆様のおかげで開催出来ました。

2．年明けの新会員歓迎会を大阪城迎賓館でおこないます。

例会も迎賓館にて、一緒に夜例会になります。

3．春の家族会も現在企画中です。

例会運営小委員会　栗山委員長

会員の皆様全員が楽しんで例会出席して頂けるようにと考

えております。

上半期「ソング部門」「出席部門」「プログラム部門」「広報部

門」各委員のご努力で、所期の目標を達成できました。



社会･青少年奉仕委員会　上瀬委員長

・こども食堂支援は先延ばしになっていますがこのままコロ

ナが終息すれば当初予定のお祭りも開催出来るのでは無

いかと思っております。

計画よりも少し規模を縮小するなどして何とか開催の方

向へ持って行きたいなと思っております。頃合いを見て委

員会を開催し、今後決めて行きたいと思っております。委

員の方、その時は宜しくお願い致します。

・11月に成美学寮へ寄付を持って先生方の慰問へ伺って

参りました。

やはり成美学寮へ行くと先生方の日頃の大変さが伝わっ

てきます。

ちょうど訪問時に入寮生の一人が行方不明になっており、

先日安達会員からも報告がありました通り、残念ですが遺

体で発見されたと連絡がございました。

どういう経緯でそうなったのかは聞いておりませんが不安

だったろうし怖かっただろうし、この方の人生を考えると

非常に心苦しく何とも言えない気持ちでございます。

心よりご冥福をお祈りしたいと思います。

・台北の福齢RCがある3521地区のデニスガバナーより𠮷

川ガバナーを介して大阪府医師会への医療用マスクの寄

贈がございます。

この受渡しを当クラブが引き受けることになり、この贈呈

式を三世代奉仕事業として社会奉仕・国際奉仕合同で1

月20日ごろに贈呈式を行う予定をしております。

詳細が決まりましたら皆様にご報告させて頂きます。

尚、台北からは出来るだけ盛大にやって欲しいとの事で

すので、できるだけ多くの会員の皆様にご参加頂ければ

と思っております。

3/24の例会は三世代合同例会の予定になっております

ので、その時に今回の贈呈式の様子をご報告させて頂き

たいと思っております。

青少年奉仕小委員会　檜皮委員長

2019年のRI規定審議会及び、これ以降のRI理事会におい

て青少年部門に大幅な改定が加えられております。それに

伴い2660地区でも青少年部門に重きを置きインターアク

ターに青少年交換：（Rotary Youth Exchange）ロータリー

青少年指導者養成プログラム：（Rotary Youth Leadership 

Awards）等に挑戦させインターアクター達にロータリーと

してのインターアクトを認知させる方針が明記されました。

確かに提唱しているロータリークラブだけがインターアク

トを理解しているのが現状だと思います。共同提唱クラブ

の大阪東ロータリークラブと隔月毎にインターアクト部活

に出席しておりますが、我々は、彼らがリーダーシップ能力

を伸ばせるように支援することに他なりません。しかし、一

昨年度以来の新型コロナのパンデミック感染影響により彼

らの奉仕事業への熱意が断たれているのが現状です。

2021年～22年度上半期報告・計画

＊2021年6月30日　インターアクト歓迎会

新型コロナのため延期

＊2021年8月1日～4日　インターアクト海外研修

新型コロナのため中止

（ホストクラブ：大阪南ロータリークラブ）

＊2021年10月31日（日）10：00～16：00

インターアクト年次大会

場所：高槻中学校・高等学校

テーマ：「マイノリティーを考える」

（ホストクラブ：高槻ロータリークラブ）

＊2023年8月3日～6日　インターアクト海外研修

（ホストクラブ：大阪東RC、大阪中之島RC）

場所：台北

インターアクトは可能性に満ちたプログラムです。今年度新

規に発足しました青少年奉仕小委員会ですが、社会・青少年

委員会のご協力を頂きインターアクターと共に地域社会、国

際社会に貢献して参ります。ご支援宜しくお願いいたします。



SAA委員会　北村讓委員長

本年度始まりから現在まで滞りなく順調に例会運営ができ

ておりますこと、皆様のご協力のおかげと感謝いたしており

ます。

委員会は6月に年度スタート前の打ち合わせ、8月に2か月

弱経過して、反省と改善点の打ち合わせのため開催しまし

た。改善点が若干ありましたが、修正してその後本日迄問

題なく例会運営できております。今後の例会も、楽しい中に

も規律の保たれた例会運営を藤本、上瀬、北口、村木の各

副SAAの皆さんと共に心掛け参ります。

後半も委員会一同頑張りますので、ご指導ご協力を宜しく

お願い致します。

国際奉仕委員会　植屋委員長

一、ヒューストン国際大会報告

・地区委員長がヒューストンへ現地確認に行く予定なの

で1月末までは、保留。

・3名参加予定（植昼、北村讓、檜皮）

・チケット保留状態にある

一、台北福齢RC「アクションひまわりハウス」

地区補助金申請にあたって、英文翻訳による報告（檜皮

会員より）

・正式書類が後から届くので、しばらく保留。（&DDFから

5,000ドル）

ー、台北福齢RC医療用マスク無償援助の件

台湾3521地区ガバナーより2660地区ガバナー宛であ

りました。

・12/30に船が出る → 1/11～1/14医師会の倉庫へ

・贈呈式1/20～1/末で調整

・社会奉仕・青少年奉仕 委員会と連名で行い、三世代も

合同参加になる。

一、地区国際奉仕委員長より、アフリカコンゴ支援の件

・11/30地区国際情報交換（zoom）

大阪中之島は、別事業で行っているので支援は行わない。



日　時：2021年12月16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）・村橋・檜皮・村上・植屋・小林・上瀬・佐賀野・井本　以上12名（敬称略）
欠席者：辻（一）・丸山

2021-2022 年度 第7回　1月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

コロナの感染者が非常に減っているので、オミクロン
株が出てきていますが、忘年会等打ち合わせをする
のも今がチャンスかと思いますので宜しくお願い申し
上げます。

【審議事項】

1. 辻会長の再入院について

・辻会長より再入院の連絡があり「これ以上みんなに

迷惑を掛けたくないとのこと。誰かかわりを立ててほ

しい」

辻会長の意向で北村譲会員にしてはどうか？

　⇒［ 承認 ］

SAAは村木さんに引継ぎお願いしたい

　⇒［ 承認 ］

2. 2021-2022年度年間行事計画について

・1月6日（木）2月度理事会を行う　⇒［ 承認 ］

・3月10日（木）ニューオータニが使えないので休会

　⇒［ 承認 ］

・3月31日（木）卓話　新入会員　⇒［ 承認 ］

3. 各委員会議題

・親睦活動小委員会より、1月上半期新入会員歓迎会

を大阪城の夜例会（移動例会）　⇒［ 承認 ］

・30周年記念実行委員会

⇒予算について

　中之島基金に手を付け良いのか？　⇒［ 再検討 ］

⇒記念誌を150部作らなくてもいいのでは？また、も

う少し簡素なものに　⇒［ 再検討 ］

⇒案内状をIM6組だけでいいのでは？

　⇒［ 再検討 ］

・職業奉仕委員会

令和4年4月28日朝日カルチャーセンターで出前授

業　⇒［ 承認 ］

・社会青少年奉仕委員会

医療用マスクを大阪府医師会に寄付

3世代合同クラブで贈呈式

合同例会　3月24日（木）　⇒［ 承認 ］

4. 新入会員の新さんの入会について

⇒［ 承認 ］

職業分類　機械・器具　電気制御機器

　⇒［ 承認 ］

5. 前田会員　黄綬褒章を受章

祝い金20,000円　⇒［ 承認 ］

開会の挨拶（戸田会長ノミニー）

お疲れ様でした。有意義な議論が出来たと思います。

【’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月度理事会北村会長、嶽下幹事

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



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）

1336

1337

1338

-

20

21

22

-

国際奉仕委員会クラブフォーラム

休会：祝日の週（2/24天皇誕生日）

卓話担当：辻（義）会員

国際奉仕委員会：
植屋委員長

卓話担当：植屋会員
第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

地区チーム研修セミナー
　日程：2/5（土）

【’22年2月 行事予定】　（平和構築と紛争予防月間）

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

3日（木）

10日（木）

17日（土）

24日（木）

31日（木）

1339

-

1340

1341

1342

23

-

24

25

26

ガバナー補佐訪問日

休会：ホテル使用不可のため

三世代合同例会

新入会員自己紹介

卓話担当：吉田会員

卓話担当：安達会員

卓話担当：新入会員

第2回クラブ協議会

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

ペッツ・地区チーム研修セミナー
　日程：3/26（土）
　会場：大阪国際会議瀬場

【’22年3月 行事予定】　（水と衛生月間）

2021/12/22インターアクト部活兼クリスマス会が
17時00分より開催され、青少年委員会辻義光委員・
檜皮が出席しました。本日にて高校二年生は受験勉
強のためインターアクト部は卒業になります。（その
後は自由参加になります）

17：00～　開会

「次第」

1．インターアクト部員の高齢者体験
コロナ禍のため老人ホームへ奉仕事業：傾聴は
中止になっておりますが、インターアクター達は
実際、高齢者の視覚・聴覚・筋肉の衰えをわが
身に感じ今後の奉仕事業の糧としました。

2．高校2年生（部活卒業）のインターアクト部思い
出を振り返り［各自のスピーチ］
9人の卒業生のスピーチは素晴らしかったです。
それぞれの入会目的は違っても卒業時には全
員奉仕事業することで、奉仕の喜びを感じたよ
うでした。

3．クリスマスプレゼント交換　

18：00　閉会

ホストクラブ担当として檜皮は、其々のインターアク
ター達が部活を通じて得た奉仕事業の貴重な体験
をいつか、何処かで、誰かに、この素晴らしい経験を
活かして欲しいと願いました。後になりましたが、イン
ターアクター達の成長は、担当先生方の部員たちに
沿ったご指導のお陰だと思いました。本年のIAC活動
はクリスマス会で次年度のIAC部活に引き渡されます。

2022年IAC活動に昨年同様ご協力よろしくお願いし
ます。

インターアクト部活・
クリスマス会報告 青少年活動小委員会委員長  檜皮 悦子



日頃は野球同好会の活動にご協力戴きありがとうご
ざいます。

そして、清水会員！中之島RC入会と野球部への入部
おめでとうございます。

来年は、甲子園の全国ロータリクラブ野球大会も開
催されるようで、野球部の活動も元通り活発になって
くることと喜んでおります。

ここに、中之島野球部の活躍を祈念し、また清水さん
の入会を祝し、久しぶりの祝宴を開催することになり
ました。

野球同好会新年会及び、清水会員歓迎会へのお誘い 野球同好会 監督  安達 昌弘

以上のようなことですので、野球同好会以外の会員
の皆さん、ご家族の方もどなたでも、

多数のご参加をお願い致します。

日時：2022年1月21日（金） 18時30分～

場所：てっちり 修玄　大阪市生野区巽北1-8-22
TEL.06-6752-4129

会費：￥6,000（女性は￥4,000）

＊清水会員のみ無料で招待させて頂きます。

拝啓

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

留学中、過分なるご厚意を賜りましたこと、心より感
謝申し上げます。

おかげさまで、復職してから一年半がたちまして、す
べでは順調に進んでおります。

旧年から、台南市文化局、台南市歴史博物館、母校で
ある国立成功大学などの機関と連携し、高校生向け
のプロジェクトを行ってきました。そして、本年とも引
き続き本校と大学、博物館との繋がりがさらに深めら
れるよう、特色があるコースの企画に取り組んでまい
ります。また、皆様からお学びさせていただいたこと
を生かして、日本文化の美しさを生徒たちに伝えてい
けるよう、本年度に新たな授業を行う予定もございま

新年のご挨拶 2019年度米山奨学生  劉 文婷（リュウ ウェンティン）

す。仕事以外で週に一回講座を受けて日本語を勉強
し続けております。なるべく自分の可能性に挑戦し続
けてまいりたいと存じます。

まだまだ未熟者ではございますが、留学する前の自
分より少し成長してきたような気がいたします。全て
は優しく支えてくださった皆様のおかげです。本年も
全力を尽くしてより一層の精進を続けてまいりますの
で、何卒温かい目で見守っていただけますようお願
い申し上げます。

重ねて御礼申し上げるとともに、大阪中之島ロータ
リークラブの益々のご繁栄と、皆様のご多幸をお祈り
申し上げます。

敬具

新年あけましておめでとうございます。 Viviで
す。いつも大変お世話になっております。  

2022年のお正月は子供が生まれて最初の正
月です。今年、子育てとお仕事を精一杯頑張り
ます。 2022年もどうぞよろしくお願いします。
落ち着いたら、子供と一緒に挨拶をしに大阪
に行きます。 

ロータリークラブの皆様とご家族の皆様に
とって良い一年になりますようにお祈り申し
上げます。

新年のご挨拶 2011年度米山奨学生  施 筱䉠（Vivi）



Congratulations!

米山奨学委員会より早瀨会員が
米山功労者の表彰を受けました。

戸田前年度職業奉仕委員長が主催した
朝日カルチャーセンターでの医療講演会が、

地区大会にて「意義ある奉仕賞」を受賞されました。

ニコニコBOX16
12

栗山：今年最後の例会です。皆様良いお年を

戸田：今年最後の例会です。お疲れさまでした。ニコ
ニコ

北村（讓）：クリスマス会楽しかったですね！

嶽下：本年最後の例会、良いお年を！！

植屋：年末年始頑張ります。

村上：今年最後の例会です。よいお年をお迎えくださ
い。ニコニコ

藤本：皆様1年間有難うございました。

村木：今年最後の例会です。ニコニコ

下岡：ニコニコ

高島：今年最後の例会欠席お詫び申し上げます。

辻（義）：今年最後の例会、ニコニコ

吉田：ニコニコ

大阪大手前RC 佐々木 宏 様：
前田様、黄綬褒章おめでとうございます。益々
のご活躍を祈念しております。
大阪中之島ロータリークラブの皆様、よいお年
をお迎えください。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥653,000

●出席報告
会員数 34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 1名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 75.75 %
11月18日の修正出席率 93.75 %

Congratulations!1月のお祝い1月のお祝い

●誕生日
 北口 竜輔 ［21日］
 辻　 義光 ［24日］
 丸山 澄高 ［29日］

●事業所設立記念
 岡本 啓吾
  オカトス  ヒーロー  リアルエステート［平成3年］


