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皆さん、こんにちは！

昨日は、IM6組新旧会長・幹事会（六輪会・むつわかい）が開催されま
した。

そこで2024-25年度ガバナー補佐を輩出するクラブが大阪帝塚山に
決定しました事を報告します。因みに、2018-19 山本年度は大阪中
之島・福田さん、2019-20  四宮年度は大阪中之島・北村讓、
2020-21 簡年度は大阪大手前・大蔭さん、2021-22 吉川年度は大

会長挨拶
会長　北村 讓

本日のプログラム
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　奈良の伝統産業

「墨作り」について
　担当：藤本 淳司 会員
　講師：長野 佳晃（ながのよしてる）様

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　自己紹介
　堀口 大介 会員
　松永 富夫 会員

次回 6/16 のお知らせ

ロータリー親睦活動月間
月間テーマ（6月）

2022年6月9日
第1346回（本年度 第30回）例会

（ 6月2日）



阪平野・吉村さん、2022-23 宮里年度は大阪天王
寺・若宮さん、2023-24 延原年度は大阪天満橋・中
島さん、2024-25 ○○年度は大阪帝塚山・○○さん
と決まっています。

今月は、ロータリー親睦活動月間です。

ロータリーには、5大奉仕 ― クラブ奉仕・職業奉仕・
社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕があります。

初期のロータリーでは、メンバー同士の利益追求と
親睦だけでした。

間もなく、それだけでは世間に受け入れられないと
いう意見が出ました。そして、クラブ奉仕としての考え、
社会奉仕としての考え（この時の社会奉仕としての考
えは、職業奉仕と同じでした）が必要であるとなりま
した。それが、世の中の為になる社会奉仕活動の始
まりでした。RI元理事・渡辺好政氏【RI会長代理とし
て2012年12月7日・8日の地区大会（ホストクラブ大
阪中之島）にて挨拶と講評を頂きました】が分かり易
くロータリーの樹（右記の図）に示されましたように、
その後、早い段階でロータリーの考え方が固まって
きました。

根や土壌や栄養になるのがクラブ奉仕であり、その
中でもメンバー同士の親睦を図るのが重要であると
の考えになりました。そして、幹となるのが職業奉仕
であり、枝や葉になり茂るのが社会奉仕・国際奉仕・
青少年奉仕という考えになってきました。少しその経
緯を説明しますと、当初言われていた社会奉仕は職
業奉仕のことで、その後、社会に対して貢献する様々
な奉仕活動をしていく過程で今迄の社会奉仕が職業
奉仕という考えの名称になり、新たに社会奉仕という
考えが生まれ、社会奉仕から必要に応じて国際奉仕、
青少年奉仕と分化してきました。

しかし、いくら立派な奉仕活動をしようとしてもメン

2021-22年度第1345回（第29回例会）
幹事報告 (6/2)

幹事  嶽下 勇治

みなさんこんにちは。
最終月となりました。悔いのないロータリーライフを
楽しみましょう。

（6月の行事予定）
6月は、ロータリー親睦活動月間となります。

■6月2日（木）、本日は委員会報告となっています。
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。

バー同士がしっかり繋がっていなければ、地に足の
着いた良い奉仕活動はできません。その潤滑剤とな
る親睦活動は非常に重要であると思います。親睦活
動は、ロータリーの栄養剤です。

しっかり親睦活動をやりましょう！

ありがとうございました。



　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）

■3年に一度開催されます国際ロータリー規定審議
会の報告会が6月25日に開催されます。

　（大阪YMCA国際文化センター及びZOOMウェビ
ナーでのハイブリッド方式）

委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持委員会、例会運営小委員会、親睦活動委員会、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、青少年奉仕小委員会、国際奉仕委員会、SAA、会計

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。ニューオータニでは欠席

者が増えると食事代が太閤園より大きく損になるので

出席率を3ヶ月に一度週報に掲載すべきだと考えました

が、covid 19による休会が多かったため断念しました。

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covid 19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20000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25000円、参加人数39

人、支払い額965,5470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・維持委員会　村上委員長

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。

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小委員会の目標としていまし

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

が出来ました。しかし2名の退会がありましたので純増2

名となり、期首33名から現在35名の会員数で今期やっ

と増加に転じる事ができました。　

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

らのお声掛けも必要ではないでしょうか。本年度は間も

会員増強部門については今年度ご協力できませんでし

たが、次年度に宗盛さんに入会していただく予定です。

会員研修部門では何もお手伝いできていませんでした。

申し訳ありません。



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。

会員研修小委員会　村橋委員長

今年度は、4名の新入会員を迎えロータリーに馴染める

為にもロータリー固有の名称や略称の持つ意味を理解

することから始め、ロータリー活動の仕組みやクラブの

活動について必要な基礎知識や情報を解り易く説明す

る第1回研修を5月26日に実施し、第2回を6月16日の

例会前に各1時間の研修を行います。

親睦活動委員会　佐賀野委員長

今年はコロナの影響もあり春秋の家族会、また親睦を図

るための夜の親睦食事会などは行うことができません

でした。

先ほど北村讓会長より、同じクラブ仲間として親睦ある

からこそ他の奉仕活動も積極的に参加できるとのお話

がございました。

色んな親睦会が中止になる中、12月のクリスマス会を

開催できたことは本当によかったと思います。また6月

末の下半期新人歓迎会兼親睦会も開催する予定です。

今期は初めての親睦委員長として不慣れな点もござい

ましたが、6月の末をもって無事終えることができます。

皆様のご協力誠にありがとうございました。クラブ奉仕

委員長の戸田さんには多大なお力添えをいただきまし

た。この場を借りてお礼を申し上げます。
なく終わりますが会員増強の道に終わりはありません。

この1年ありがとうございました。

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。

本年度の職業奉仕委員会の活動として御報告できるの

は、4月28日の出前授業だけになります。

副委員長の戸田会員には、チラシの作成、会場との折衝、

報告の書面作成など、大変お世話になりました。この場

を借りて御礼申し上げます。

また、本年の1月に予定していたクラブフォーラムはコロ

ナのため延期となり、職業奉仕委員長として皆様の前で

活動している姿をお見せできなかったことは申し訳あり

ません。

一年間の役員活動を通じて、ロータリークラブの活動に

通じることもできましたので、また何か役員を拝命する

ことがありましたら、務めて参りたいと存じます。

ありがとうございました。



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（二ヶ月毎にインターアクト部活に参加）

～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

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。

2021年11月に奈良県の「成美学寮」へ職員の方々への

慰労支援の為、支援金とタオルを贈呈して参りました。

現地へ行けば職員の方々のご苦労を身に染みて感じる

事が出来ます。今後も支援が継続できればと思います。

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。

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。

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。目標設定金額1,200万

円も無事達成する事が出来ました。我々も会員の皆様

からご協力を頂き675,000円をクラウドファンディング

で支援する事が出来ました。素敵な新施設が完成する

ものと思っております。

また、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。

一年間ご指導、ご協力有難うございました。

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。

本年度の職業奉仕委員会の活動として御報告できるの

は、4月28日の出前授業だけになります。

副委員長の戸田会員には、チラシの作成、会場との折衝、

報告の書面作成など、大変お世話になりました。この場

を借りて御礼申し上げます。

また、本年の1月に予定していたクラブフォーラムはコロ

ナのため延期となり、職業奉仕委員長として皆様の前で

活動している姿をお見せできなかったことは申し訳あり

ません。

一年間の役員活動を通じて、ロータリークラブの活動に

通じることもできましたので、また何か役員を拝命する

ことがありましたら、務めて参りたいと存じます。

ありがとうございました。



SAA　村木SAA

先週の新旧合同クラブ協議会での話と重なりますが、今

年の1月北村讓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。　

最後に例会が格調高く、規律があり、楽しい雰囲気にす

るには、会員皆さんの卓話者やスピーカーに対する聞く

意識や聞く心構えがとても大事になると思います。以上

国際奉仕委員会　植屋委員長

本年度の成果として、

一．グローバル補助金（D.D.F）申請100万が承認され

ました。

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

（二カ月毎に開明中学校・高等学校会議室にて開

催）新型コロナ感染によりクラブ活動の中止期間

あり

2021年7月8日（木曜日）15：30～

　開明中学校・高等学校会議室

2021年11月25日（木曜日）15：30～

　開明中学校・高等学校会議室

2022年3月19日（土曜日）17：00～

　開明中学校・高等学校会議室

2022年6月9日（木曜日）15：30～

　開明中学校・高等学校会議室

次年度より五大奉仕になり、新規に青少年奉仕委員

会が発足いたします。青少年部門において枠にとらわ

れない奉仕事業を目指します。

［台北福齢ロータリーと共同］

申請・翻訳は檜皮会員、申請アドバイスは村橋

会員の力添えを頂き、ありがとうございました。

一．台湾3521地区ガバナーより、2660地区ガバナー

宛へ医師会へのマスクの贈呈

［社会奉仕委員会との共同］

医師会の窓口は高島会員、輸入手続き等は安

達会員の力添えを頂き、ありがとうございました。

一．台北福齢ロータリーへの奨学金20万円の贈呈を

5月に行いました。

本年度は、残念ながら国際大会（アメリカ・ヒューストン）

不参加になり、子供夏祭り大会も延期になりました。

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。

又、オーストラリア・メルボルン国際大会等へ是非参加

等して頂きたいと思っております。



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。

皆さん、こんにちは。

奨学生のペイです。

これから、私は近況を報告させていただきます。五月
には、ゼミで修論の調査結果を順調に発表して、今月
から、修論を書き始めます。また、大学の言語交換プ
ロジェクトに参加して、現在、台湾語の教えをしており
ます。以上で、近況報告を終わります。これからもよろ
しくお願いいたします。

米山奨学生 米山奨学生  劉 珮君

会計　丸山会計 代理　嶽下幹事

本年度4月現在のクラブ運営資金、奉仕活動資金、特別

会計合計では、ほぼ収支同額となっています。残り5月

～6月までの収支により厳しい決算となる状況です。

▲お誕生日のお祝い：左より植屋 亨会員・新 レイシ会員・北村 讓会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より村橋 義晃会員・北村 讓会長

▲結婚記念日のお祝い：左より佐賀野 雅行会員・北村 讓会長
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北村（讓）：6月度最終月です。よろしくお願いいたします。

栗山：ニコニコ

戸田：早くも最終月ですね。会長幹事お疲れ様でした。

嶽下：今日は委員会報告です。委員長の皆様よろしく

お願い致します。

村木：今日は月初例会です。ニコニコ

上瀬：今年度ももう終わりですね。ニコニコ

植屋：元気になりました。ニコニコ

村上：暑くなりましたね。ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

井本：6月ですね。今から梅雨ですね。ニコニコ

下岡：ニコニコ

高島：今年度もあと1か月。早いものです。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥40,000

累　計 : ￥1,294,000

●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 1名

出席率 83.33 %
4月21日の修正出席率 80.55 %

北村会長、嶽下幹事、上瀬会員が友人の入会祝に大
阪船場ロータリーにメイクアップしてきました。

メイクアップ

6月2日のメニュー

口取り 卵焼　鯵寿司　山桃　鰻蒲焼　太刀魚南蛮
 とうもろこし　新丸十　枝豆　海老芝煮
 干無花果ダスト揚げ　小鮎甘露煮
 粟麩辛子胡麻焼

焚合せ 茄子　小芋　鱧皮豆腐　隠元　冷しあん掛け

焼　肴 鱸汐焼　山蕗伽羅煮　塩トマト松葉刺し

御　飯 雑魚御飯　三つ葉

煮物椀 沢煮仕立て　湯葉真丈　貝割れ　白葱　焼椎茸
 針人参　粒胡椒　背油

デザート 夏みかんゼリー寄せ（胡柚子入り）　ヨーグルトソース

●本日のゲスト
米山奨学生 劉　 珮君 様


