
（ 1月6日）
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みなさま健やかに新春をお迎えの事とお喜び申し上げます。

日頃はロータリー活動にご理解・ご協力を賜わり心より感謝申し上げ
ます。

本年も変わらずよろしくお願い申し上げます。

会長挨拶
会長　北村 讓職業奉仕月間

月間テーマ（1月）

2022年1月20日
第1334回（本年度 第18回）例会

本日のプログラム

♬SONG : 「日も風も星も」
■コロナウィルス蔓延により、ZOOM例会
　18：00～

♬SONG : 「我ら中之島」
■コロナウィルス蔓延により、ZOOM例会
　12：30～

次回 1/27 のお知らせ



最初に、辻一夫会長の現状と私が後半期の会長をお
受けすることになったことをご説明いたします。昨年、
辻会長は癌を発病され治療の経過を見て例会に出
席可能であろう、又、少し長引いても年度内には復帰
できるとの予測でした。ご不在の間、我々でしっかり
サポートすればとの思いでした。それが辻会長の治
療に対する気持ちのお役にも立てると考えておりま
した。12月になり辻会長から治療がまだ当分かかる
のと経過が良くなっても免疫力の関係で、年度内6月
までに例会に出席は厳しい。そのようなことでクラブ
や皆さんにこれ以上迷惑を掛けることできないので
「会長を代わって引き受けて頂きたい」とお話があり
ました。年度終了まで我々がバックアップするので会
長で頑張って頂きたいとお話もしました。会員の幾人
かの方からも色々なご意見を頂いておりましたが、ご
本人の強い意志もあり理事会決議の結果、後半をお
引き受けすることになりました。

私は、辻会長の意思を受け「四つのテスト」に照らし
クラブのプラスになるよう頑張って参ります。また、辻
前会長が復帰された場合は会長に戻って頂きたいと
思っております。様々なご意見があるとは思いますが、
ご賢察頂きご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

今年度も変異株のオミクロン型が登場し第6波の様
相を呈しており依然厳しい状況が続くものと思われ
ます。

皆さまにおかれましては、コロナには絶対に罹らない
よう健康に留意し、ロータリー活動・お仕事に精進さ
れ、益々ご発展ご繁栄をされますこと衷心よりご祈念
申し上げます。

2021-22年度第1333回（第17回例会）
幹事報告 (1/6)

幹事  嶽下 勇治

皆さん、あけましておめでとうございます。

本年も、引き続きよろしくお願いいたします。

本日の幹事報告をさせていただきます。

（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27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

（2月・平和構築と紛争予防月間）

■2月3日（木）、卓話　辻義光会員

■2月10日（木）
　・国際奉仕委員会クラブフォーラム 
　  （13：00～14：00）
　  植屋委員長



新年の挨拶

会長 北村 讓、幹事 嶽下 勇治

会長　北村 讓

みなさま改めまして、新年おめでとうございます。

先程、会長の時間の挨拶でも申し上げましたが、理事
会の承認のもと、辻前会長から会長をお引き受けす
ることになりました。事情が事情ですので、ご不在で
も今年度最後まで辻会長に最後まで会長で頑張って
頂きたかったです。しかし、クラブや皆さんに迷惑を
掛けてはいけない、掛けたくないとの辻会長の思い
の結果、このような形になりました。私自身微力で準
備不足ですが、精一杯頑張りますので、皆様のご協
力、宜しくお願い致します。

私は、ロータリーに入会して31年目になります。クラ
ブにおいては各委員会の委員長、10年前には会長
を経験しました。地区においてはロータリー情報・増
進委員長、職業奉仕委員長、ガバナー補佐として出
向しロータリーの良い部分を知り経験しました。自分
が悩んだりした場合、単純に答えは出ませんが、ロー
タリーの基本理念を知ることにより、それを仕事や人
との付き合い等にあてはめ「四つのテスト」を尺度と
して判断するなど、大変役に立っています。前回会長
をした時、各会員の会社訪問をさせて頂いたりして
貴重な経験もできました。それらの経験が今後の
ロータリー活動等にお役に立てればと考えています。
皆さまのご助力お願いします。

今月は職業奉仕月間です。

吉川ガバナーは、「次世代への、未来への責任を共に
果たしていきませんか」と言われています。若者たち
は、進歩の波が押し寄せているその向こうにある未
知を知ることができるのか。それが、子供たちにとっ
て素晴らしい社会なのか。大阪にロータリーが出来

幹事　嶽下 勇治

皆さん、新年あけましておめでとうございます。

昨年は、いろんなこともありましたが、皆さんの温か
いご支援ご協力をいただき、何とか新年を迎えること
ができました。謹んで心からお礼申し上げます。

上半期では、一番の事業はなんといっても、例会場の
変更でした。例会場探しからそれに伴う、予算の確保
などで、前任の村上幹事には本当に助けていただき
ました。心からお礼申し上げます。

ただ、例会場だけを探すのではなく、机、ロッカー、玄

て今年で100年です。2660地区のロータリアンの強
いエネルギーで、そのロータリアン一人一人の生き
方が100年後の姿を確実により良いものにしていく
と信じています、と結ばれています。

そして、下記のメータRI会長の言葉

“ロータリーの私たちは現在の世代の生活を変えるだ
けでなく未来の世代の生活を変えるため奉仕しよう”

に思いを広げておられました。

わたしも職業奉仕活動が未来の大人になる今の子
供たちに役立つ奉仕活動を必要としているのではと
考えます。

これからもコロナと共存していかなければなりません。
残り少ない期間であり難しいとはおもいますが、こん
な状況でも出来る奉仕活動を、各委員長が中心と
なって、会員一致協力して進めましょう。

下半期、共に頑張りましょう！



日　時：2022年1月6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：北村（讓）・栗山・嶽下・戸田・村橋・檜皮・村上・植屋・丸山・上瀬・村木・井本　以上12名（敬称略）
欠席者：小林・佐賀野

2021-2022 年度 第8回　2月度定例理事会議事録

開会の挨拶（北村讓会長エレクト）

辻会長から意思を引き継いで下半期取り組みます。
宜しくお願い申し上げます。

【審議事項】

1. 細則変更の件

・指名委員会の構成メンバーの件（細則第4条　第1

節、第2節）

現行5名→7名（会長、直前会長、直前会長に近い4

名の元会長、会長エレクトの7名をもって構成する。）

何故30年間今まで5名でやってきたのに幹事を外し

たメンバーなのか？

⇒賛成多数［ 承認 ］

・理事・役員選挙の件（細則第3条　1項、2項）

指名委員会で指名された理事・役員候補者の指名を

年次総会の5週前の例会で発表する。その例会に於

いて、指名委員会が指名した候補者とは別の者を2

名の会員が推薦理由を記載した推薦書を会長に提

出して候補者とすることが出来る。但し発表された例

会から2週間後の例会前までに会長に推薦書を提出

しなければならない

⇒賛成多数［ 承認 ］

・年次総会の件（細則第6条　第1節1項）

年次総会は毎年11月末までに開催する（現行11月

中旬）

⇒賛成多数［ 承認 ］

■細則追加

・地区出向者の件（細則第4条　第7節新設）

指名委員会が指名し、理事会に於いて出向者として

の承認を得なければならない。

⇒賛成多数［ 承認 ］

関の看板などの備品の手当、ほか運送などの手配な
どほぼ連日のごとくの作業が続きました。村上幹事に
は改めて厚くお礼申し上げます。

年度前の計画の段階でも、辻一夫会長とは、コロナ禍
の中でも何とか工夫して例会だけはやっていこうと
の決意はありました。

IM6組の会長・幹事会でも最後まで休会せずに例会
を続けてまいりますと公言してまいりました。

9月に入り会員の身近にも徐々にコロナが近寄って
きているのを感じてきました。また、会員からも休会
要請の声も強くなってきました。辻一夫会長の思いも
断念しなければならなくなりました。

10月には、何とか例会ができるようになり、やはり顔
を合わせた例会が皆さんの気持ちでした。

奉仕事業については、辻一夫会長一番の思い入れで
ある子供食堂への支援でした。コロナ禍で苦しんで
いる子供たちに夢をあたえるような支援をしたいと
いうことから、複数の子供食堂と協力して広い体育館
で夢を与えようと！ そして社会奉仕委員会を中心とし
て、国際奉仕委員会からは、米山奨学生学友会に協
力、親睦委員会からは家族会として会員の家族を巻

き込んだ合同奉仕事業をやる計画でした。これもコ
ロナ禍で延期となりました。

この間、上瀬社会奉仕委員長、植屋国際奉仕委員長、
佐賀野親睦委員長ほか委員の皆様には、各種団体
や各子供食堂代表との折衝や、たくさんの企画を進
めていただき心から厚くお礼申し上げます。

しかし、この事業につきましては、あくまでも延期とし
ていますので、今年度もしくは次年度にも引き継ぎを
していただき成功させたい事業ですので、宜しくお願
いいたします。

最後になりましたが、辻一夫会長の代理をしていた
だきました栗山会長エレクトには的確に役割を果た
していただき心から感謝申し上げます。そして会長の
代理で大事な点鐘していただきました西田会員にも
心からお礼申し上げます。

そして、本当に急なことで下半期の会長職をお引き
受けいただきました北村讓会長には心からお礼申し
上げます。

また、会長職人事異動に伴い、SAA委員長に村木会
員が快くお引き受けいただきありがとうございます。

以上、下半期も宜しくお願い致します。

2. 社会奉仕委員会マスク事業及び三世代懇親会の件

・マスク贈呈事業 ⇒大阪中之島RC（社会奉仕・国際奉

仕）の単独事業、大阪天満橋RC、大阪大手前RCの有

志も参加可能

・3月24日（木） 三世代合同懇親例会

3. 親睦活動小委員会

・クリスマス家族会の決算報告

・1月27日（木） 上半期新入会員歓迎会の案内

4. 3月3日（木）クラブ協議会テーマについて

・自クラブ、他クラブの奉仕活動をガバナー補佐を交え

て意見交換してはどうかと。

・コロナ禍での奉仕活動、例会運営を検討してはどう

か？以前やっていたZOOM例会など

5. 各委員会議題

・野球部の新年会について

　⇒クラブ行事でない。メイクアップ対象にしない

・新型コロナ感染状況における例会・クラブ行事の開

催について

　⇒地方自治体に則し、会長幹事の判断に一任する。

　［ 承認 ］

6. 堀口さん入会に関する件

⇒職業分類　分類　建設業　一般建築請負に分類

する［ 承認 ］

7. 新入会員からの入会金

中之島基金に入金してきたが、一般会計に計上しては

どうか？ ⇒［ 次回検討 ］

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

巷ではオミクロン株が猛威を振るい出していますが

皆さんも気をつけてお過ごしください。



開会の挨拶（北村讓会長エレクト）

辻会長から意思を引き継いで下半期取り組みます。
宜しくお願い申し上げます。

【審議事項】

1. 細則変更の件

・指名委員会の構成メンバーの件（細則第4条　第1

節、第2節）

現行5名→7名（会長、直前会長、直前会長に近い4

名の元会長、会長エレクトの7名をもって構成する。）

何故30年間今まで5名でやってきたのに幹事を外し

たメンバーなのか？

⇒賛成多数［ 承認 ］

・理事・役員選挙の件（細則第3条　1項、2項）

指名委員会で指名された理事・役員候補者の指名を

年次総会の5週前の例会で発表する。その例会に於

いて、指名委員会が指名した候補者とは別の者を2

名の会員が推薦理由を記載した推薦書を会長に提

出して候補者とすることが出来る。但し発表された例

会から2週間後の例会前までに会長に推薦書を提出

しなければならない

⇒賛成多数［ 承認 ］

・年次総会の件（細則第6条　第1節1項）

年次総会は毎年11月末までに開催する（現行11月

中旬）

⇒賛成多数［ 承認 ］

■細則追加

・地区出向者の件（細則第4条　第7節新設）

指名委員会が指名し、理事会に於いて出向者として

の承認を得なければならない。

⇒賛成多数［ 承認 ］

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）

【’22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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1343

1344

1345

-

27

28

29

- 休会：祝日の週（4/29 昭和の日）

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

卓話担当：藤本会員

卓話担当：福田会員

卓話担当：早瀬会員

地区研修・協議会
　日程：4/9（土）
　会場：大阪国際会議瀬場

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）

2. 社会奉仕委員会マスク事業及び三世代懇親会の件

・マスク贈呈事業 ⇒大阪中之島RC（社会奉仕・国際奉

仕）の単独事業、大阪天満橋RC、大阪大手前RCの有

志も参加可能

・3月24日（木） 三世代合同懇親例会

3. 親睦活動小委員会

・クリスマス家族会の決算報告

・1月27日（木） 上半期新入会員歓迎会の案内

4. 3月3日（木）クラブ協議会テーマについて

・自クラブ、他クラブの奉仕活動をガバナー補佐を交え

て意見交換してはどうかと。

・コロナ禍での奉仕活動、例会運営を検討してはどう

か？以前やっていたZOOM例会など

5. 各委員会議題

・野球部の新年会について

　⇒クラブ行事でない。メイクアップ対象にしない

・新型コロナ感染状況における例会・クラブ行事の開

催について

　⇒地方自治体に則し、会長幹事の判断に一任する。

　［ 承認 ］

6. 堀口さん入会に関する件

⇒職業分類　分類　建設業　一般建築請負に分類

する［ 承認 ］

7. 新入会員からの入会金

中之島基金に入金してきたが、一般会計に計上しては

どうか？ ⇒［ 次回検討 ］

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

巷ではオミクロン株が猛威を振るい出していますが

皆さんも気をつけてお過ごしください。



1月6日のメニュー

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。

前田会員が黄綬褒章を受勲されました。

当クラブが、米山奨学への個人平均寄付額において
地区で１位の表彰を受けました。

口取り 卵焼　鰆子寿司磯の雷巻　海老芝煮
 一寸豆　煮梅白梅　穴子昆布巻き
 鴨ロース　松笠慈姑　數の子
 河豚フレーク揚げ　梅人参ゼリー　東山
 帆立柚庵焼　白身南蛮漬け　

焚合せ 櫛形蕪　若芋艶煮　筍　蕗

焼　肴 鯛唐墨番煎焼　黒豆　ちょろぎ松葉刺し
 蕗の唐田楽

御　飯 雑魚御飯　三つ葉　赤紫漬

煮物椀 蟹真丈丸　蓬麩　軸薬　梅人参　柚子

デザート マンゴープリン　ヨーグルトソース　苺　ミント



4月28日2660地区職業奉仕委員会後援出前授業。
お申し込みのほどよろしくお願いします。

教室受講申し込み

オンライン受講

大阪中之島

大阪中之島ロータリークラブ・東南ロータリークラブ合同出前授業
4月28日（木）午後3：30より中之島フェルティバルタワー18階 朝日カルチャーセンターで行う大阪中之島
ロータリークラブと東南ロータリークラブ合同出前授業（後援：2660地区職業奉仕委員会）の申し込みサイ
トが立ち上がりましたのでお知らせします。

＜教室受講申し込みURL＞ ＜オンライン受講＞
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北村（讓）：辻一夫会長の後を頑張ります。宜しくお願
い致します。

戸田：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。

村木：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。ニコニコ

嶽下：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。ニコニコ

丸山：本年もよろしくお願いいたします。ニコニコ

上瀬：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。

植屋：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。ニコニコ

村上：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。

藤本：本年もよろしくお願いいたします。

北口：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。
北村会長、下半期よろしくお願いいたします。ニ
コニコ！

北村（薫）：明けましておめでとうございます。本年も
よろしくお願いいたします。

早瀬：謹賀新年
今年はクラブ創立30周年の記念すべき年です。
会員増強をお願いします。

井本：明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いいたします。

前田：年賀状全員に出せませんでした。届かなかった
方申し訳ございません。
黄綬褒章のお祝い金をニコニコに寄付します。

西田：皆様、明けましておめでとうございます。本年も
よろしくお願いいたします。

清水：明けましておめでとうございます。

下岡：新年おめでとうございます。

高島：①今年もよろしくお願いします。
②大阪中之島ロータリークラブの良さを再度盛
り上げましょう。　　　　　

辻（義）：ニコニコ

山本：会員の皆様おめでとうございます。
北村会長、ご苦労様です。会長始め理事役員の
皆様後半も頑張ってください。

吉田：ニコニコ

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 29名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 87.87 %
12月2日の修正出席率 96.87 %

▲お誕生日のお祝い：左より丸山 澄高会員・北口 竜輔会員・辻 義光会員・
　北村 讓会長

●メイクアップ
藤本 淳司 12月  3 日 地区大会（現地）
上山 英雄 12月  3 日 地区大会（現地）
北口 竜輔 12月  3 日 地区大会（オンライン）
丸山 澄高 12月  3 日 地区大会（オンライン）
植屋 　亨 12月  3 日 地区大会（オンライン）


