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皆さん、こんにちは！

まず最初に報告させて頂きます。皆さまにご案内の通り針谷名誉会
員が5月1日にお亡くなりになっております。直ぐにご案内できなかっ
たのはご家族のご意思であったことを報告させて頂きます。

次に植屋会員のコロナ陽性になったことを野球部と30周年委員会の
lineを使わさせて頂きました。連絡頂いた時間の関係で事務局から連
絡できなく緊急連絡網を使うことも考えましたが、確実と思われる方
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を選択しました。ご理解お願いします。このどちらの
lineにも入っておられない方には直接連絡しました。

次に規定審議会に出す議案に対して承認か否認か
の案内が私宛にありました。6件のうち5件は問題な
いことでしたので承認しました。残る1件は、ガバナー
補佐就任の条件で「会長経験者でなくとも地区の委
員長又は、それに同等するとガバナーエレクトが判
断すれば良い」とありましたが、否認しました。但し、
ガバナー補佐就任前にPETSを受けていれば承認す
ると但し書きを入れました。

最後の報告ですが、丸山会員から退会挨拶のお手紙
が来ております。本来、例会に来て挨拶すべきですが、
どうしても皆さんに合わす顔がないので、手紙でお許
しくださいとのことです。

本日は、青少年奉仕月間最終例会です。今月号の
ロータリーの友・右開き最初の記事に「低年齢化する
子どものメディア漬け～2歳児問題～」が掲載されて
います。読んで頂ければわかりますが、普段危惧して

いることの内容です。最近、中学生や高校生が親から
注意をされたりすると逆上したり暴力的になるケース
が良く見られる。又、他人とのコミュニケーションを取
れない子が多くなってきてる。などなど、家庭では手
に負えない子供たちが増えてきているとの事です。こ
のようなことは身近でも感じられることが多いと思い
ます。この記事を書かれている増田先生が調査した
ことからも明らかなようですが、乳幼児からスマホを
触れさせていると①アイコンタクトとスキンシップの
減少、②睡眠が障害される、③イライラしやすくなる、
④脳の発達の遅れ、⑤言語発達の遅れ、⑥社会性が
育ちにくくなる、⑦注意力の低下、など悪いことばか
りです。我々ロータリアンは、このような問題を取り上
げ、乳幼児も含めた青少年が健全に育っていく環境
作りの奉仕活動を考えていく事が大事だと思います。

もう一つ聞いたことですが、現在は自動車産業が
100年に1度の大変革である。第4次産業革命の時で
ある。人口が2050年には90億人になるようです。エ
ネルギーにまつわる地球温暖化や食糧問題やら多く
の社会課題を解決するのに車の進化の方向性があ
るとの事です。ただ単に移動手段だけではなくなると
も言われています。自動運転を見てみますとレベル1
～5迄あります。下記のコピーを参考にして下さい。中
国政府方針（自動運転）では2030年にはレベル2～
3に70％、レベル4に20％にすることです。これから
は、今まで以上に早く世の中が変わっていくでしょう。
先程のスマホによる若い人たちの知能の低下を思う
と今後どうなっていくのか怖い気がしますね！

ありがとうございました。



2021-22年度第1344回（第28回例会）
幹事報告 (5/26)

幹事  嶽下 勇治

みなさんこんにちは。
いよいよ、次回からは最終月となります。

（5月の行事予定）

■5月26日（木）、本日は植屋会員の卓話です。植屋
会員よろしくお願いします。

　当日、新旧合同クラブ協議会と合同理事会が開催
されます。

コロナ禍での罹患した経験談

植屋 亨 会員

（6月の行事予定）
6月に入りますと、ロータリー親睦活動月間となります。

■6月2日（木）、委員会報告となります。各委員長、小
委員長の皆様よろしくお願いします。

■6月9日（木）、藤本会員の卓話です。藤本会員よろ
しくお願いします。

■6月16日（木）、新入会員自己紹介。
　堀口会員、松永会員よろしくお願いします。

■6月23日（木）、最終例会会長・幹事退任あいさつ。

　下期半期新入会員歓迎会。
　大阪城西の丸庭園大阪迎賓館
　　18：00～例会
　　18：30～新入会員歓迎会
　　場所：大阪市中央区大阪城2
　　TEL. 06-6136-8168

（地区関係）

■6月1日（水）、IM6組会長・幹事会

今月＝5月14日にコロナ陽性となり、先週＝19日の
例会を中止して頂き、皆様に御迷惑及び御心配をお
掛け致しました事を深くお詫び申し上げます。

経験談になりますが、今後の参考になればと思い、私
が経験した事を皆様にお伝えしたいと思います。

5月12日（木）
例会…異常なし

5月13日（金）
午後、ジム・トレーニング…異常なし

同日、夕食時に喉がイガイガし、咳と倦怠感あり。
そのまま就寝。

5月14日（土）
午後より、症状が強くなり、土日保健所休診のた
め、救急119へ連絡、緊急受付センターの連絡
先を指示される。
3病院に連絡するが、土曜休診。
その後指示された大阪府のホームページにて
地元の中央区・和泉市・岸和田市で病院を検索。
それぞれ午後から、1ヶ所予約可能が判明。一番
早い岸和田市へ15時30分に予約し、受診。
熱36.4度、PCR検査。20分後陽性を通告される。
愕然とし、直ぐに北村会長へ連絡を取り、状況報
告を行う。
その後北村会長より、次週の例会休会を知り、会
員の皆様にご迷惑をお掛けし、申し訳ない気持
ちになりました。

私の症状は、初日は、風邪の症状と同じで、少しずつ
変化が始まり、ちょっといつもの風邪とは違うかなと
思える程度でした。



2021-2022 年度 第12回　6月度定例理事会議事録 （新旧合同理事会）

開会の挨拶（北村讓会長）
クラブ協議会に引き続きの為、割愛

【審議事項】

1. 年間行事予定の件
2021-2022年度6月行事計画を確認した。

2022-2023年度年間行事計画

・直前会長・幹事慰労会⇒7月21日（木）へ日程変更

・8月18日（木）卓話：堀口会員⇒辻会員へ変更

・卓話の変更については当事者同士でやり取りする。3

カ月固定で予定を組んでいく。

2. その他

2022-2023年度予算案について

前年度繰越金2022-2023年度　3,658,807円

　⇒2,939,544年（訂正）　

次年度繰越金2022-2023年度　2,908,807円

　⇒2,158,807円（訂正）

太閤園で行なっていたミリオンダラーなどの食事代

を下げることは出来ないのか？

ニューオータニとの交渉の中で他でも行なっていな

いので対応できないとのこと。

　⇒［ 承認 ］

【報告事項】

・ニューオータニとの食事代の契約（＠5500円25

名保証）を本日行なったと北村会長より報告が

あった。

・30周年の案内の文章を7月初旬に名簿先に発送、

8月末に出欠の返事をもらう予定

・チャーターメンバーの件

立ち上げ当時より入会より現在まで辞めずに在籍

されている方がチャーターである。立ち上げ時か

ら一度お辞めになった方で再入会の方は「元

チャーター」として記載する。

【名誉会員の確認】

針谷名誉会員・岩坂名誉会員の両会員を名誉会員

より外す　⇒［ 承認 ］

【最終例会での会員表彰の件】

上瀬委員長・戸田委員長（奉仕活動）

早瀬会員（米山寄付）・吉田会員（ニコニコ）・檜皮会

員（青少年）の予定と報告があった。

今年度の新入会へマグネット式のバッジを贈呈

　⇒［ 承認 ］

【事務局のデータバックアップ】

今まで出来ていなかった事務局のパソコンデータ

をバックアップ体制を整えたい。外付けHDDを

日　時：2022年5月26日（木）14：30～15：10
場　所：ホテルニューオータニ　B1F　ウィステリアの間
出席者：北村（譲）・栗山・戸田・小林・上瀬・植屋・村木・村上・村橋・檜皮・井本・嶽下・北村薫・高島・西田・藤本　以上16名（敬称略）
欠席者：丸山・佐賀野・辻・北口

2日目は、熱が少し出て、陽性と判明。

3日目は、37.2程度の熱が半日続き、鼻水が多く出る
ようになる。

4日目は、もう体調は良くなり、一般の風邪と変わりな
く、外出以外は普段の生活が出来るようになりました。

大阪府からの食事配達は、写真にありますように

2日目＝第一回目、レトルトのお粥パック缶詰

3日目、カレーやパックご飯に菓子パンにインスタ
ント味噌汁等

4日目、冷凍の惣菜とご飯

その後、2日毎に冷凍食品が送られてきましたが、味
は想像にお任せ致します。

保健所から連絡があり、大阪府指定のHER-SYSに
登録し、毎日9時と14時に体温とパルスオキシメー
ターの数値の報告を10日間続けることの指示があ
りました。

そして10日後、解放され、PCR検査も自主的に受け＝
陰性と確認後、社会復帰致しました。



第4回　クラブ協議会［新旧合同］（2021-2022年度）
日　時：2022年5月26日（木）
場　所：ホテルニューオータニ

出席者：全出席会員

クラブ奉仕委員会

戸田 委員長

2021-2022年度クラブ奉仕委員会が掲げた目
標は、「コロナ禍でも行える目で見える楽しいク
ラブ奉仕活動をしよう！」でした。

まず、親睦奉仕小委員会については、ご多忙で委
員長が初めての佐賀野委員長をできるだけ補佐
するように心がけました。お客様の紹介や誕生日
や結婚記念日の紹介の分担がはっきりしない時
には積極的に動くようにしました。しかし、時に分
担者が出席されているのに勝手に動き、失礼な
ことをしました。この場を借りておわびします。

また、クリスマス家族会の運営については、太閤
園よりも会場費が高価になった中で佐賀野委員
長が中心となって親睦委員会全員で協力するこ
とによって予算内に盛大な会を催すことができ
ました。

つぎに例会運営小委員会については、栗山委員
長とソング担当小林会員の御賛同を得て、ロー
タリーソングを全員が楽しく歌えるようにするこ
とでした。ロータリー創立後、三年間シカゴRCで
は奉仕強調派と親睦派との間に激しい討論が
あり、クラブの崩壊寸前となったとき、ハリー・ラ
グルスが諸君歌を唄おうではないかと提案し、

ソングがクラブ崩壊を防いだという歴史があり
ます。ソングを楽しく歌うためにはまず、メロ
ディーと歌詞を覚えることです。そこで、5年前に
僕がソング担当だった時に吉田さんに吹き込ん
でもらい、車を運転しながら指揮の練習をして
いたCDをコピーした配布させていただきました。
7月15日のクラブ奉仕フォーラムでは、主なロー
タリーソングについて解説し、皆様に歌ってもら
いました。クラブ奉仕フォーラム後に入会された
清水会員と新会員にはソングをコピーしたCDを
進呈しました。

反省点は、会員増強活動や会員研修活動には
ほとんど支援できなかったことです。

会員増強・維持小委員会

村上 委員長

ここ2～3年クラブの会員数が減少傾向にありま
すので今期は増加に転じることを目標としてい
ました。その結果、この1年、コロナ禍とはいえ小
委員会の委員をはじめ会員の皆様のご尽力によ
りまして4名の増員がありました。しかし2名の退
会がありましたので純増2名の増加となり期首
33名から現在35名の会員数になっております。

会員増強には特効薬はありませんが、一番大事

なのはクラブ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。

ただ、入会を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。特に休んでおられる会員には、
役員・紹介者が常日頃からお声掛けも必要です。
本年度は間もなく終わりますが会員増強の道は
終わりません。

嶽下 次年度委員長

1．本年度の活動方針は、入会のための環境づく
りと退会防止に重点を置いた施策とする。

2．会員増強にあたっては、会員全員が強い意識
をもって勧誘に努める。そのための情報誌と
して、勧誘用パンフレットを作成する。
この勧誘用パンフレットは、全会員から「と
びっきり笑顔」と題して自身の写真を提供し
ていただき、会員の素顔を見せることにより、
どのような会員が入っているクラブなのかを
表すこととする。そして、楽しいクラブを意識し
た内容のものとし、このクラブに入会してみた
いと感じさせるようなパンフレットを作成する。
奉仕活動等にも興味深く構成したものも掲載
する。

3．また、「とびっきり笑顔」写真を、年2回の新入
会員歓迎会のときにも展示し、会員の意識の
向上にも繋げていきたい。

4．退会防止は、会員の交流を深め、楽しいクラ
ブを前面に出していきたい。

5．会員数は、クラブ運営上を踏まえて40名を目
標設定とする。

例会運営小委員会

栗山 委員長

例会運営小委員会では、ソング、出席、プログラ
ム、会報部門がありますが、クラブ奉仕委員長の
戸田会員をはじめ各会員の協力の下、滞ること
なく例会運営ができました。

戸田 次年度委員長

ソング部門に関しては、皆さんが楽しく歌うため
には指揮者がメロディーと歌詞を覚えることが
大事だと考えます。入会して日の浅い清水副委
員長と新副委員長にはソングをコピーしたCDを
進呈し、「例えば、月初に歌う君が代はゆっくりし
たテンポだが、続いて歌う奉仕の理想を君が代

と同じテンポで歌うと間延びするからテンポを
上げましょう」などの歌唱指導をさせていただき
ました。指揮者のリードの下、明るく楽しい例会
がスタートできるように努めます。

出席部門に関しては、例会場がニューオータニホ
テルになってからは特に参加人数の早めの情報
把握が大事になりましたので出席予定記入を徹
底します。また、ビジターの皆様にも気持ちよく過
ごしていただけるように親切な対応に努めます。

プログラム部門は、例会運営の円滑化を図り、会
員相互の親睦を少しでも深められるプログラム
を企画します。

会報部門では、添付ファイルで送られてくるゲラ
原稿をできるだけ丁寧に読み、校正を行い、正
しい情報が伝わるように努力します。

親睦活動小委員会

上瀬 次年度委員長

新型コロナウィルスの蔓延が続いておりますが
状況を見ながら、出来る限りの親睦活動を実施
したいと考えております。

次年度はクラブ創立30周年でもありますので親
睦を通してクラブの発展とクラブの結束がより
強固なものになるような

活動を行いたいと考えております。

10月＝30周年時の台北福齢RCとの親睦交
流会（国際奉仕委員会と協議）

12月＝年末家族会

1月＝上半期新入会員歓迎会

4月＝春の家族親睦会

6月＝下半期新入会員歓迎会

以上を中心に考えております。

会員研修小委員会

村橋 委員長

会員研修小委員会は、今年度の新入会員が
ロータリーの大きな仕組みやクラブの活動につ
いて必要な基礎知識やロータリー情報を提供
するため、5月26日と6月2日の例会前に各1時
間の研修を実施します。

西田 次年度委員長

1．次年度は30周年なので多くの会員を増強し、
その都度会員研修を行っていきたい。

2．コロナ渦で開催できなかったが、以前何度か
行っていた入会5年未満の会員とベテラン会

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）

16日（土）

23日（木）

30日（木）

1345

1346

1347

1348

-

29

30

31

32

-

委員会報告

新入会員自己紹介

会長・幹事退任挨拶

下半期新入会員歓迎会（夜例会）

休会④

各委員長

卓話担当：藤本会員

卓話担当：新入会員

北村讓会長、嶽下幹事

第1回7月度理事会

国際大会（アメリカ：ヒューストン）
　日程：6/4（土）～8（水）

IM6組会長・幹事会
　日程：6/1（水）

【’22年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）

67,000円で購入したい　⇒［ 承認 ］

【年度報告書の作成の件】

30周年が終わった段階で年度報告書を作成する際

に過去30周年分を全て作成せずに過去10年分で

良いのではないか？　⇒次年度に引継ぎ

閉会の挨拶（栗山会長エレクト）
私の属している耳鼻科業界では会議がオンラインから
リアルに変更されてきた。世の中でもコロナと共生と
なっているが先日のコロナ患者がクリニックでも確認さ
れているので皆さん気をつけましょう。



クラブ奉仕委員会

戸田 委員長

2021-2022年度クラブ奉仕委員会が掲げた目
標は、「コロナ禍でも行える目で見える楽しいク
ラブ奉仕活動をしよう！」でした。

まず、親睦奉仕小委員会については、ご多忙で委
員長が初めての佐賀野委員長をできるだけ補佐
するように心がけました。お客様の紹介や誕生日
や結婚記念日の紹介の分担がはっきりしない時
には積極的に動くようにしました。しかし、時に分
担者が出席されているのに勝手に動き、失礼な
ことをしました。この場を借りておわびします。

また、クリスマス家族会の運営については、太閤
園よりも会場費が高価になった中で佐賀野委員
長が中心となって親睦委員会全員で協力するこ
とによって予算内に盛大な会を催すことができ
ました。

つぎに例会運営小委員会については、栗山委員
長とソング担当小林会員の御賛同を得て、ロー
タリーソングを全員が楽しく歌えるようにするこ
とでした。ロータリー創立後、三年間シカゴRCで
は奉仕強調派と親睦派との間に激しい討論が
あり、クラブの崩壊寸前となったとき、ハリー・ラ
グルスが諸君歌を唄おうではないかと提案し、

ソングがクラブ崩壊を防いだという歴史があり
ます。ソングを楽しく歌うためにはまず、メロ
ディーと歌詞を覚えることです。そこで、5年前に
僕がソング担当だった時に吉田さんに吹き込ん
でもらい、車を運転しながら指揮の練習をして
いたCDをコピーした配布させていただきました。
7月15日のクラブ奉仕フォーラムでは、主なロー
タリーソングについて解説し、皆様に歌ってもら
いました。クラブ奉仕フォーラム後に入会された
清水会員と新会員にはソングをコピーしたCDを
進呈しました。

反省点は、会員増強活動や会員研修活動には
ほとんど支援できなかったことです。

会員増強・維持小委員会

村上 委員長

ここ2～3年クラブの会員数が減少傾向にありま
すので今期は増加に転じることを目標としてい
ました。その結果、この1年、コロナ禍とはいえ小
委員会の委員をはじめ会員の皆様のご尽力によ
りまして4名の増員がありました。しかし2名の退
会がありましたので純増2名の増加となり期首
33名から現在35名の会員数になっております。

会員増強には特効薬はありませんが、一番大事

なのはクラブ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。

ただ、入会を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。特に休んでおられる会員には、
役員・紹介者が常日頃からお声掛けも必要です。
本年度は間もなく終わりますが会員増強の道は
終わりません。

嶽下 次年度委員長

1．本年度の活動方針は、入会のための環境づく
りと退会防止に重点を置いた施策とする。

2．会員増強にあたっては、会員全員が強い意識
をもって勧誘に努める。そのための情報誌と
して、勧誘用パンフレットを作成する。
この勧誘用パンフレットは、全会員から「と
びっきり笑顔」と題して自身の写真を提供し
ていただき、会員の素顔を見せることにより、
どのような会員が入っているクラブなのかを
表すこととする。そして、楽しいクラブを意識し
た内容のものとし、このクラブに入会してみた
いと感じさせるようなパンフレットを作成する。
奉仕活動等にも興味深く構成したものも掲載
する。

3．また、「とびっきり笑顔」写真を、年2回の新入
会員歓迎会のときにも展示し、会員の意識の
向上にも繋げていきたい。

4．退会防止は、会員の交流を深め、楽しいクラ
ブを前面に出していきたい。

5．会員数は、クラブ運営上を踏まえて40名を目
標設定とする。

例会運営小委員会

栗山 委員長

例会運営小委員会では、ソング、出席、プログラ
ム、会報部門がありますが、クラブ奉仕委員長の
戸田会員をはじめ各会員の協力の下、滞ること
なく例会運営ができました。

戸田 次年度委員長

ソング部門に関しては、皆さんが楽しく歌うため
には指揮者がメロディーと歌詞を覚えることが
大事だと考えます。入会して日の浅い清水副委
員長と新副委員長にはソングをコピーしたCDを
進呈し、「例えば、月初に歌う君が代はゆっくりし
たテンポだが、続いて歌う奉仕の理想を君が代

と同じテンポで歌うと間延びするからテンポを
上げましょう」などの歌唱指導をさせていただき
ました。指揮者のリードの下、明るく楽しい例会
がスタートできるように努めます。

出席部門に関しては、例会場がニューオータニホ
テルになってからは特に参加人数の早めの情報
把握が大事になりましたので出席予定記入を徹
底します。また、ビジターの皆様にも気持ちよく過
ごしていただけるように親切な対応に努めます。

プログラム部門は、例会運営の円滑化を図り、会
員相互の親睦を少しでも深められるプログラム
を企画します。

会報部門では、添付ファイルで送られてくるゲラ
原稿をできるだけ丁寧に読み、校正を行い、正
しい情報が伝わるように努力します。

親睦活動小委員会

上瀬 次年度委員長

新型コロナウィルスの蔓延が続いておりますが
状況を見ながら、出来る限りの親睦活動を実施
したいと考えております。

次年度はクラブ創立30周年でもありますので親
睦を通してクラブの発展とクラブの結束がより
強固なものになるような

活動を行いたいと考えております。

10月＝30周年時の台北福齢RCとの親睦交
流会（国際奉仕委員会と協議）

12月＝年末家族会

1月＝上半期新入会員歓迎会

4月＝春の家族親睦会

6月＝下半期新入会員歓迎会

以上を中心に考えております。

会員研修小委員会

村橋 委員長

会員研修小委員会は、今年度の新入会員が
ロータリーの大きな仕組みやクラブの活動につ
いて必要な基礎知識やロータリー情報を提供
するため、5月26日と6月2日の例会前に各1時
間の研修を実施します。

西田 次年度委員長

1．次年度は30周年なので多くの会員を増強し、
その都度会員研修を行っていきたい。

2．コロナ渦で開催できなかったが、以前何度か
行っていた入会5年未満の会員とベテラン会



員との交流会を開催したい。

職業奉仕委員会

小林 委員長

本年度の職業奉仕委員長の小林です。

本年度は、副委員長の戸田会員にご尽力頂き、4
月28日の出前授業を開催することができました。

ただ、本年1月に予定していた、クラブフォーラム
はコロナの影響で取りやめとなり、その点はやり
残した行事として残念です。

職業奉仕委員長として目立った活動をすること
ができなかった点は会員の皆様に申し訳ないこ
とと感じております。

来年度の職業奉仕委員長には、クラブフォーラ
ムや出前授業を実施できるように頑張って頂き
たく応援しております。

北村薫 次年度委員長

世界ではSDGs取り入れ行動することが叫ばれ
ています。

そこでSDGSを目標に経営をされている会社、林
ベニヤ産業㈱舞鶴工場見学を考えています、そ
して継続事業として出前授業を考えています。

社会青少年奉仕委員会

上瀬 委員長

コロナ禍で奉仕活動にも多くの制限がある中、今
年度の社会奉仕事業は三つの事業を行いました。

先ず、2021年11月に奈良県の障害者施設「成
美学寮」へ職員の方々への慰労支援に訪問し寄
付金を贈呈して参りました。

次に、2022年2月大阪府医師会館にて大阪府
医師会へ医療用マスク120,960枚の贈呈式を
執り行いました。

これは台湾のRI5321地区Dennisガバナーより
台北福齢RC・大阪中之島RCを通して「医療従事
者の方々へ役立てて欲しい」と医療用マスク寄
贈の人道的奉仕のお話を頂き実現した事業で
あり、大阪府医師会茂松茂人会長へ、吉川ガバ
ナーから目録を手渡し頂き感謝のお言葉と感謝
状を頂戴致しました。また、当日は読売新聞・産
経新聞・大阪日日新聞からの取材もあり、後日各
紙に掲載されました。ロータリークラブの公共イ
メージの向上にも繋がる事業でありました。

次に、2022年4月「にしなり☆こども食堂」へ、ク
ラウドファンディング型の支援を行いました。皆
様のご協力にて675,000円を寄付することが出

来ました。

新施設のカーテンや子供たちが使用する椅子
には「大阪中之島ロータリークラブ」の名前が印
字される予定であります。今後新施設にて子供
たちに喜んでもらえる身体を使った奉仕活動が
出来ればと願っております。

また、本来は子供達と一緒に夏祭りを開催する
予定でしたが、コロナによって願い叶いませんで
した。この事業は次年度 北口社会奉仕委員長が
実現に向けて動いてくれております。

北口 次年度委員長

次年度は今年度延期になった「にしなり☆こども
食堂」の子供達との夏祭りを計画しております。

日時ですが8月9日（火）西成区民センターを予
定しております。

今後、数回に渡り委員会を開催し詳細を詰めて
参ります。次年度が始まれば理事会でも報告さ
せて頂きます。

また、前年を踏襲する形になりますが「成美学寮
職員の方々への慰労支援」も考えております。

青少年奉仕小委員会

檜皮 委員長
「開明中学校・高等学校 インターアクトクラブ　
2021～22年度活動報告」

1．フードドライブ（年2回）
食糧やタオル、衣類などを校内で募り、路上
生活者支援団体「homedoor」に寄付

2．子ども食堂でのボランティア（2021年3月末～）
近隣の「子ども食堂 あのね」にて、配膳や買い
物のお手伝い、子どもの遊び相手等

3．例会部活（年3回）～新型コロナ感染によりク
ラブ活動の中止期間あり
・7月21日  未来キャリアプロジェクト「自分史
　　　　   作成」
・10月6日  在日コリアンについての調べ学習
・12月22日  高齢者体験・クリスマスプレゼン
　　　　　 ト交換

4．在日コリアンの方へのインタビュー（10月13日）
年次大会の事前学習として、コリアボランティ
ア協会のチョン・ビョンフンさんに来校いただ
き、インタビューをする。

5．文化祭（10月28日）
未使用の文房具や使わなくなったおもちゃ、本、
寄付金を校内で募り、「子ども食堂 あのね」に
寄付した。活動報告の動画を流し、SDGsに関



する展示とスタンプラリー等

6．年次大会への参加（10月31日）
他校のインターアクトクラブ部員とzoomにて
交流した。課題として“マイノリティー”につい
て発表

7．イングリッシュ・コンテストの開催（2022年3月
19日）
出場者を校内で募り、大阪東RC,大阪中之島RC
共催事業「イングリッシュ・コンテスト」を開催

8．大阪東RC,大阪中之島RC 海外・国内研修に
ついて合同委員会を開催
・2021年7月8日（木）15：30～
　 開明中学校・高等学校会議室

・2021年11月25日（木）15：30～
　 開明中学校・高等学校会議室

・2022年3月19日（土）17：00～
　 開明中学校・高等学校会議室

・2022年6月9日（木）15：30～
　 開明中学校・高等学校会議室

国際奉仕委員会

植屋 委員長

本年度は、残念ながら、国際大会への参加は見
送る事になりました。

社会奉仕との共同で行っております、子供食堂
や夏祭り子供大会も延期になりました。

実行したのは、台湾福齢ロータリーへの奨学金
200,000円の贈呈と社会奉仕との共同で医師
会へのマスクの贈呈のみとなりました。

次年度は、高島委員長による企画が多く予定さ
れておりますので期待しております。

高島 次年度委員長

新型コロナウィルス感染症の終息がまだまだ見
えず、以下の年次計画が実行できるか？は判断
しにくいところである。

しかし、新入会員もここ数年（コロナ禍になって）
多くなってきていることを鑑み、現地に赴いての
国際奉仕活動を行いたい。

今年度は、R財団の補助金などは申請せず、以下
の2か国の受益者のニーズの把握から開始をし
たいと考える。

①モンゴル・ウランバートルの病院への支援（特
に小児・新生児医療に対し）。

②ベトナム・ダナン病院への支援（VTT後の機器
の不足、不具合の調査）。

上記2ケ国について事前調査を行い、ニーズ
の大きい国に対し支援を行う。
モンゴルについては2023年4・5月、ベトナム
については2023年1月を予定したいと考えて
いる。

③台湾・台北福齢RCの奨学金制度への支援
（20万円）。

④クラブ創立30周年時の台北福齢RCとの交流
会を親睦活動委員会と考える。

⑤台北福齢RCへの表敬訪問（周年例会に合わせ）。

SAA

村木 SAA

今年の1月北村譲会長より急遽バトン受けました。

活動方針・計画もそのまま踏襲させていただき、
楽しい雰囲気の例会運営に努めました。

レールはすでに敷かれていましたので、その上
を真っ直ぐに走るだけでした。

具体的には、年間の例会の司会担当者・ニコニ
コ発表者が決まっていましたので例会進行の事
前準備等がスムーズに出来ました。

会長・幹事との密な連携が例会運営上重要にな
ると思います。

村橋 次年度SAA

大阪中之島ロータリークラブの例会において、会
員やゲストを温かく歓迎し、心地良く満足感のあ
る例会運営を行う。

会計

嶽下 幹事

本年度は計画通り順調に進んでいます。決算にあ
たっては幹事が代行します。

辻 次年度会計

2022-23年度も引き続き、クラブ会計としては厳
しい状況が続くものと考え、例会費用の値上げ
に対し例会欠席の事前報告は徹底していただき、
できる限りの無駄をなくすことに努め、奉仕活動
への支出については相応に対応していきたく
思っています。

会員皆様のご協力、よろしくお願いいたします。



大阪中之島ロータリークラブの皆様へ

拝啓、立夏の候、皆様にはますますど清祥のこととお
慶び申し上げます。

大変ご無沙汰しております丸山澄高です。

私事ですが、この度、大阪中之島ロータリークラブを
退会させていただくことといたしました。まずは私的
事情で会計担当としての役目を果たせなくなったこ
とについてお詫びいたします。

振り返りますと、私は、2017年8月に辻一夫さんから
勧めていただき、北村讓さんと山本肇さんのご推薦
により、入会させていただきました。

それから約5年、税理士としての仕事では経験するこ
とができない多くの貴重な経験をさせていただきま
した。本当にありがとうどざいました。

この5年間で経験したことを挙げればきりがありませ
んが、例会における会員の皆様のご経験に基づいた
卓話や様々な方の講演は大変有意義なものでした。

また、安達監督のご指導の下、野球部員として練習や
試合に参加させていただいたこと、台北福齢ロータ
リークラブの周年行事参加のため、台湾に行かせて

退会のごあいさつ 丸山澄高

いただいたこと、コロナで中止となりましたが北村讓
さんのご指導の下、フレッシュロータリアンの準備作
業で他クラブの皆さんと何度も打合せをしたことなど
など楽しい思い出ばかりですが、その一方で、太閣園
からの例会場の移動に伴うクラブ運営の困難さを垣
間見ることもありました。

私はロータリアンとしての活動が満足に出来なくな
り、この度退会を申し出ましたが、クラブの皆様には
心から感謝いたしております。本当にありがとうござ
いました。

クラブでの経験を糧として、これからも他の人に迷惑
をかけることなく、歩いていきたいと考えております。

本来であれば皆様の前でご挨拶しないといけないと
ころですが、お会いすると決意が揺らいでしまいそう
なので、手紙での挨拶とさせていただきました。

大阪中之島ロータリークラブと会員の皆様の末永い
お幸せを祈念しております。

私も、もうしばらく税理士の仕事は続けようと考えて
おりますので、私に出来るようなことがありましたら、
声を掛けてやってください。 敬具

2022年5月24日　丸山澄高

2022年5月29日（日）2021-22年度、国際ロータリー
第2660地区インターアクトクラブ新入生歓迎会が、
吉川秀隆ガバナーの開会のご挨拶と共に2年ぶりに
万博記念公園にて開催されました。朝から30度近い
暑さにも拘らず、インターアクター169名、学校顧問
26名、ロータリアン34名、計229名の参加者でした。

ホスト高槻ロータリークラブ：高槻中学校・高等学校

２０２１-２２年度
インターアクト新入生歓迎会 青少年活動小委員会委員長  檜皮 悦子

インターアクター達の企画で「パークゴルフ」「脳トレ
クイズ」等、お互い他校のインターアクター達との親
睦を図りました。私も久しぶりに彼らの笑顔、笑い声
の中でお互い溶け合う柔らかさを感じ、未来を担う若
者への支援は、ロータリーにとり大変重要な奉仕事
業であると思いました。



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。

ニコニコBOX26
5

北村（讓）：感染がなく良かったです。

戸田：植屋会員の卓話楽しみにしております。

嶽下：本日の卓話、植屋会員よろしくお願い致します。

村木：植屋会員、卓話楽しみにしております。ニコニコ

上瀬：植屋さん、卓話楽しみです。ニコニコ

植屋：コロナで皆様にご迷惑をおかけしてすみませ

んでした。

村上：植屋会員、卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：植屋さん、本日の卓話よろしくお願い致します。

藤本：植屋会員の卓話楽しみにしております。

北口：本日は13：00に早退させていただきます。ニコ

ニコ

前田：本日の夕方、友人子息の結婚式です。コロナで

何度も延期でした。

満村：本日早退します。ニコニコ

下岡：ニコニコ

辻：ニコニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥37,000

累　計 : ￥1,254,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
出席者 30名 国内ゲスト 0名
欠席者 6名 外国ゲスト 0名

出席率 83.33 %
4月14日の修正出席率 82.85 %

●誕生日
植屋 　亨 ［  7 日］
新 レイシ ［ 21日］

●事業所設立記念
村橋 義晃 株式会社興国鋳鋼所［昭和12年］

●結婚記念日
佐賀野 雅行 ［  9 日］

Congratulations!6月のお祝い6月のお祝い

5月26日のメニュー

・フリルレタスのシーザー風　生ハム添え
・軽い煮込みのハンバーググラタン
・抹茶のスフェーレ
・パンとバター
・コーヒー


