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皆様、こんにちは！

ご報告がございます。既にご存じのように、4月3日10時22分に辻一
夫直前会長がお亡くなりになられました。当初は、4日未明とのご報
告でしたが正式にご連絡がありました。私自身、辻さんとは嶽下さん
を通じてお付き合いが始まりました。その関係で11年前に入会され
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本日のプログラム
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ロータリーの目的について
　福田 忠博 会員

♬SONG : 「日の風も星も」
●卓話　大阪水上隣保館の歴史
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ました。皆様ご存じの通り大変立派な方で、仕事の上
でも素晴らしい功績を残されています。このような方
を失ったのは非常に残念です。私自身もそうですが、
皆さんの心の中にいつまでも残り続けると思います。

先週にご報告しましたように、本日は大阪天王寺RC
からIM6組ロータリーデーのご案内でお越しいただ
いております。後ほど詳しくご説明いただけます。

大阪東南RCからも4月28日に大阪中之島RCと合同
で開催する出前授業のご挨拶にお越しいただいてお
ります。宜しくお願いします。

今月は、母子の健康月間です。先月は、水と衛生月間
でした。これは、人々の健康・生活向上・教育等に大
いに関係があります。

子供達が未来に向かって如何に健康的な生活を送
ることができるか、先進国はもとより後進国において
は特に大事なことです。

私達が今後行う奉仕事業については、水と衛生、母
子の健康、青少年奉仕について考えていくことが大
事ではないでしょうか。

本日は1時から国際奉仕フォーラムがあります。植屋
委員長から説明があります。最後まで宜しくお願いし
ます。
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みなさんこんにちは。

辻一夫本年度前期会長には、心からご冥福お祈り申
し上げます。

本日は、国際奉仕委員会のクラブフォーラムの開催

のため、例会場をスクール形式から、円卓方式として
おります。できるだけ密をされるため1卓あたりの人
数制限をするなどしています。皆様かたのご理解を
賜りたい思います。

(そして、合同職業奉仕事業のため大阪東南RCの北
村会長、職業奉仕委員会の井上委員長に起こし頂い
ています。よろしくお願いします。)

（4月の行事予定）
4月は、母子の健康月間となっています。

■本日は、国際奉仕委員会のクラブフォーラム
　植屋委員長よろしくおねがいします。
　16：00から新規米山奨学生の「オリエンテーショ
ン」が予定されています。村木会員よろしくお願い
します。なお、新しい奨学生は「劉珮君（リュウペイ
ジョン）」台湾女性、立命館大学（茨木）1年間

■4月9日（土）、地区研修・協議会（大阪国際会議場）

■4月14日（木）、福田会員の卓話となります。よろし
くお願いします。

■4月21日（木）、早瀬会員の卓話です。よろしくお願
いします。

■4月28日（木）は休会となっていますが、大阪東南
RCとの合同職業奉仕事業が開催されます。参加さ
れます方はよろしくお願いします。

辻 義光会員の事務所の住所が変更になりました。

新住所

〒541-0046
大阪府大阪市中央平野町2丁目1番-2号

沢の鶴ビル2F
TEL：06-4707-6707   FAX：06-4707-6708



国際奉仕クラブフォーラム

国際奉仕委員会　植屋 亨 委員長

次年度はベトナム、モンゴルへ行きたい。

＜モンゴル＞
檜皮会員が現地のロータリアンと繋がりがあるの
で連絡を取ってもらい病院を見学に行く。
どのような医療機器が不足しているのか？又何を

数多くの米山奨学生を当クラブで受け入れて来まし
たが、その奨学生と奨学期間がすぎた後は交流がな
く、交流を深めて行くべきではないかとの意見があっ

Cテーブル 発表担当者　村木 博行

Bテーブル 発表担当者　藤本 淳司

1．コロナによる渡航制限の緩和を受けて、以下2案
を再開させるのもよいのではないか

1．ベトナム（ダナン病院など）への医療機器の提
供およびメンテナンスや技術指導

2．モンゴルへのドクターカーの贈呈

2．大阪日本語教育センターの在日外国人に対する
支援

教科書上の勉強だけではなく、実生活に役立つよ
うともに行動して経験値を増やすなど

Aテーブル 発表担当者　北口 竜輔 た。そこで過去の奨学生名簿を作り、連絡を取って当
クラブの様々な活動に参加してもらったり、現在どの
ような活動をしているのか、近況報告を定期的にして
もらう。
また、その近況報告は奨学生を受け入れる際に事前
に奨学生に対して説明し、奨学期間が過ぎた後も報
告する事を条件とする。
国内で出来る事業でコロナ禍の事業としては良いの
ではないか。



私たちのテーブルで討論した内容を報告致します。

ロータリークラブにおける国際奉仕では、海外に行っ
て現地の方々と交流することに意味があり、自分たち
が身近でできることから実施すれば良いのではない
かという意見がありました。

そこから、国際奉仕のために行ってみる国として、台
湾やベトナム以外にも色々な国が候補に上がりまし

Eテーブル 発表担当者　小林 俊統
コロナ禍で取り組める国際奉仕とは？

Dテーブルでは、これまで行なってきたコロナ前の国
際奉仕のベトナム訪問、モンゴルのドクターカー寄贈
など昔話に花が咲きました。これまでの国際奉仕プ
ロジェクトにおいてもクラブの全員が参加することは
なかったので、やはりクラブの奉仕事業に於いて全
員で取り組むことが大切だという意見が出ました。そ
のためには現地訪問を行なう奉仕事業には今までに
行った経験のあるメンバーが行ったことのないメン

Dテーブル 発表担当者　井本 万尋

必要としているのか？聞き取りに行きたい。

＜ベトナム＞
ダナン病院へ医療機器を寄贈したが、その後コロ
ナ禍でフォローができていないのできちんと使わ
れているか確認したい。

何かやったら終わりではなくきちんと使われている
かどうか5～10年フォローが大事。
何処で、誰が、何をするのかが重要。
地区補助金・グローバル補助金を活用する。
現地ロータリークラブと共同提唱も良いのではないか。

バーに現地での魅力を伝えさらに興味を持ってもら
う。行った経験のないメンバーも積極的に興味を持
つように努力する。仕事が忙しくても段取りを付けて
行く努力をすることが大切だと思います。

経験のないメンバーも最初は遊び心で行くことも
きっかけになる。

これまで行なってきた国際奉仕事業でも基はクラブ
メンバーの人脈、知縁を辿って安心安全な状況下で
奉仕活動を行なってきた。これからもコロナ禍に於い
ても同じようにクラブのメンバーの人脈で出来ること
をするべきだ。



Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

4月7日のメニュー

口取り 卵焼　椎茸シャリ金紙巻　鉄砲串－焼板・若桃
 飯蛸　小鮎甘露煮　いかなご釘煮　子持若布
 粟麩田楽　海老芝煮　一寸豆　帆立煮

焚合せ 春大根　鰹旨煮　春若芋　桜麩　菜の花葉

焼　肴 平鱸汐焼　サーモン照焼　ジャガホンデュ

御　飯 筍・鯛御飯　三つ葉　赤紫漬け

煮物椀 しらす真丈丸　花びら卵豆腐　蕗　木の芽

デザート 桜蒸しようかん二段寄せ
▲事業所設立記念のお祝い：左より吉田 了会員・安達 昌弘会員・
　栗山 博道会員・北村 讓会長

▲結婚記念日のお祝い：左より福田 忠博会員・村上 俊二会員・
　佐賀野 雅行会員・満村 和宏会員・小林 俊統会員・北村 讓会長

▲お誕生日のお祝い：左より佐賀野 雅行会員・戸田 佳孝会員・
　上山 英雄会員・北村 薫会員・上瀬 匠会員・北村 讓会長

た。ただ、外国に行く場合に注意するべきこととして、
現地の治安、政治情勢、交通の便などの指摘もありま
した。

また、ロータリークラブの月間テーマを踏まえて、国
際奉仕の内容について触れる意見もありました。

水と衛生、母子健康月間というテーマから、食糧や飲
料水の支援、学校の建設などの方法が考えられます。

このような奉仕活動は他の団体も実施しているが、

他の団体が実施していても、良いところは取り入れて
ロータリーでも実行するべきという意見です。

このような意見を踏まえると、国際奉仕においては、
現地の方々の要望に適ったインフラの整備が必要で
あると考えます。そして、インフラを整備するためには、
現地で設備を作り上げるだけでなく、長期の使用に
耐えられるようにメンテナンスの技術も提供する必要
があり、総合的な支援が必要になると感じました。
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北村（讓）：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたし
ます。

栗山：大阪東南RC北村様、井上様わざわざお運び有
難うございました。大阪天王寺RC土屋様、西浦
様ようこそいらっしゃいました。

戸田：大阪東南RC北村様、井上様、大阪天王寺RC土
屋様、西浦様ようこそいらっしゃいました。

嶽下：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたします。

上瀬：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたします。

植屋：国際奉仕フォーラムよろしくお願いいたします。

村上：植屋会員、フォーラム頑張ってください。ニコニコ

新：4月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。

藤本：植屋会員、本日のフォーラムよろしくお願いい
たします。

福田：辻一夫さん・・・・・・

早瀬：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたします。
月初です。ニコニコ

北口：辻一夫さん、交わした言葉は決して多くなかっ
たですが、温かいお人柄が大好きでした。
ご冥福をお祈りいたします。

北村（薫）：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたし
ます。

前田：ニコニコではありません。辻一夫さんに対する
追悼です。

満村：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたします。

西田：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたします。

下岡：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたします。

高島：辻一夫直前会長のご冥福をお祈りいたします。

辻（義）：・・・・・・・・・

吉田：ニコニコ

大阪東南RC 北村佳久会長：
4月28日の共同イベントよろしくお願いいたし
ます。

大阪天王寺RC：
本日はIM6組ロータリーデーのご案内に伺いま
した。
5月21日は多数のご参加宜しくお願い致します。

本日合計 : ￥71,000
累　計 : ￥1,111,000

大阪東南RCより北村会長と
井上職業奉仕委員長がお見えになりました。

大阪天王寺RCより土屋様と西浦様が
ロータリーデーのご案内にお見えになりました。

●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 4名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
出席者 30名 国内ゲスト 0名
 （zoom参加 0名） 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 85.71 %
3月17日の修正出席率 82.85 %

●メイクアップ
村橋 義晃   3 月11日 地区財団委員会

●本日のビジター
大阪東南RC　会長 北村 佳久 様
大阪東南RC 　職業奉仕委員長 井上 　憲 様
大阪天王寺RC 土屋 　篤 様
大阪天王寺RC 西浦 誠二 様


