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今年度7月1日より大阪中之島ロータリークラブの会長をさせていた
だきます。

当クラブをさらに魅力あるクラブにするためには、会員の皆様のご協
力が必要です。

どうか1年何卒宜しくお願い申し上げます。

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 7/14 のお知らせ

2022年7月7日
第1349回（本年度 第1回）例会

（ 6月23日）

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　5大奉仕委員長 方針
村上クラブ奉仕委員長
北村薫職業奉仕委員長
北口社会奉仕委員長
檜皮青少年奉仕委員長
高島国際奉仕委員長

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■本年度初例会
●卓話　会長・幹事活動方針
　栗山 博道 会長
　井本 万尋 幹事



2021-22年度第1348回（第32回例会）
幹事報告 (6/23)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。次年度幹事の井本です。宜しく
お願いします。
いよいよ、次月からは新年度となります。

（行事予定）

■本日は、最終例会移動例会となっており、北村会長、
嶽下幹事退任挨拶、下半期新入会歓迎会となって
おります。

■7月7日（木）、次年度第1回目の例会となっており
ます。
　栗山会長・幹事の2022‐23年度活動方針発表

■7月14日（木）は、5大奉仕委員長活動方針発表
　村上クラブ奉仕委員長・北村（薫）職業奉仕委員
長・北口社会奉仕委員長・檜皮青少年奉仕委員長・
高島国際奉仕委員長宜しくお願い申し上げます。

■7月21日（木）はクラブ奉仕委員会によるクラブ
フォーラムとなっております。
　当日はホテルニューオータニが使用できないため
移動例会となります。

　場所：ザ・ガーデンオリエンタル大阪
　時間：12：30～

    第2回8月度理事会
　時間：14：10～15：00

　◇直前会長・幹事慰労会
　場所：天満橋キャッスルホテル天満橋錦城閣
　時間：18：00～

■7月28日（木）、小委員会活動方針発表

　戸田例会運営小委員長・嶽下会員増強維持小委
員長・西田会員研修小委員長・上瀬親睦活動小委
員長・村橋SAA・辻会計ご準備宜しくお願い申し上
げます。

（地区関係）

■7月16日（土）、合同地区委員会
　場所：大阪YMCAホール
　時間：13：30～

■7月19日（火）、IM6組会長幹事会（第2回）
　場所：大阪倶楽部
　時間：18：00～

■7月23日（土）、クラブ米山委員長・カウンセラー研
修会
　場所：大阪YMCAホール
　時間：14：00～



2021-2022年度 会長・幹事退任挨拶

会長  北村 讓、幹事  嶽下 勇治

2021-22年度会長  北村 讓会長退任の挨拶

挨拶の前に今年度中にお亡くなりになりました辻一
夫直前会長、針谷名誉会員、戸田会員のお父様戸田
パストガバナー、他ロータリアンの皆様へ黙祷を捧
げたいと思います。宜しくお願いします。

黙祷・・・・・・・・・・・・・・・・・

ありがとうございました。

今年は、コロナ禍、辻一夫直前会長のこと等、皆さま
にはご心配を多くお掛けしましたが、例会運営・奉仕
活動に多大なご協力を頂きました事、心より感謝申
し上げます。ありがとうございました。

さて、少し私が後半期会長を引き受けさせていただ
いた経緯をお話させて頂きます。辻さんから「今年度
始まる前に、癌が再発し治療に専念しなければなら
なくなりました。そこで、会長をそのまま引き受けて続
けるべきか悩みましたが、何としても癌を克服して会
長職を全うしようと強い気持ちを持っている」とお気
持ちを述べられました。また、身近にいた私たちも支
えて頑張りますと強い気持ちで答えました。

ところが、11月終わりに淀川キリスト教病院に転院を
して治療をすることになりました。「治すという強い気
持ちは変わりませんが、今年度中に例会に出席する
のは無理だろうと思います。会長を変わって受けても
らいたい」とお話がありました。それを受けて、12月開
催の理事会で私の後半期会長の承認を受けました。

私は、会長を引き受けるにあたり、辻さんが年度前に
計画しておられたことを実行に移していくことが大事
だと思うとともに、この例会の場で話して良いかどう
か判断が難しいところではございますが、其れとは

別に大阪中之島の悪い流れを私で断ち切ろうと思い
ました。

それは、5代前の井戸本会長エレクトが新年度開始
前に亡くなられ、次の西田さんが退任後病気をされ、
次の木村さんが退会され、次の金森さんが退会され
ました。そして、会長を引き受けた後ですが、今年度
の前半期会長の辻一夫さんが4月3日に亡くなられま
した。このような事態は普通ないことです。私は、自分
の体調をしっかり管理し健康維持に努め、今年度を
無事に終え次年度の会長をサポートするようにしよ
うと思いました。幸いに次年度、次々年度も年齢等も
考慮して、健康面も安心だと思います。

後半期も厳しい状況でしたが、各奉仕委員長はご自
分の責務をしっかり努めて頂きました。社会・青少年
奉仕委員会では、RI3521地区提唱の医療用のマス
ク120,960枚を台北福齢RCが手配してRI2660地区
に寄贈の申し出がありました。それを我が社会・青少
年奉仕委員会と国際奉仕委員会が連携をして
RI2660地区吉川ガバナーが大阪府医師会へ贈呈し
ました。この模様は読売新聞、産経新聞、大阪日日新
聞、大阪府医師会会報、ガバナー月信、地区ホーム
ページに掲載され大いにロータリーの公共イメージ
向上に役立ちました。

これ以外にも「こども食堂」「成美学寮」への奉仕活動
も行いました。

青少年奉仕小委員会も大阪東RCと合同のインターア
クトクラブへの奉仕活動でイングリッシュ・スピーチコ
ンテストを盛大に開催し成功裏に終わり好評でした。

職業奉仕委員会は、大阪東南RCと協力して大阪中之
島朝日カルチャーセンターにおいて出前授業を開催
しました。一般参加者も多数来られ有意義な出前授
業でした。この模様も朝日新聞、ガバナー月信、地区
ホームページに掲載され大いにロータリーの公共イ
メージ向上に役立ちました。

栗山会長エレクトは慣れない不安な中、前半期クラ
ブ運営に頑張って頂きました。西田元会長には例会
開始・終了の点鐘を務めて頂きました。ありがとうご
ざいました。

新入会員も4名増加できました。ロータリー賞も受賞
できそうです。



今年度、いばらの道でしたが、会員皆様の“サービス”
の温かい心で無事一年を終えることができます。辻
一夫直前会長のあの優しい笑顔が浮かびます。

最後に、事務局員江川さん、ピアノ奏者吉田さん、何
かと大変な1年でした。

いつもニコニコとお世話ありがとうございました。

アッという間に時間が過ぎてしましました。

皆さま、ありがとうございました。心より「感謝」致します。

この1年間いろんなことがありました。皆様方の温か
いご理解とご協力を持ちましてなんとか1年を無事
に終えられたことに心から感謝申し上げます。

特に、辻直前会長が年度初めから病にたおれ、その
あとを本当に急ではありましたが、栗山会長エレクト
には、会長職とエレクトとしての役割を持っていただ
き厚くお礼申し上げます。

また、西田元会長にも毎回の点鐘を担当していただ
きありがとうございました。

そして、北村讓会長には本当に急なお願いで、環境も
整っていない中、会長職を引き受けていただき心か
らお礼申し上げます。

目に見えないところでは、年度初めからの例会場移
転にともなって精力的に何かとお手伝い頂きました
村上直前幹事には心からお礼申し上げます。また、な
れない場所での事務局を整理していただきました江
川さん、そして、陰から事務局をお手伝いしていただ
きました吉田ピアニストさんにも心からお礼申し上げ
ます。

クラブ運営につきましては、辻直前会長とともに、コロ
ナ禍であっても、できる限り対面での例会を続けよう
との固い意志ではありましたが、やはり、会員のなか

2021-22年度幹事  嶽下 勇治幹事退任の挨拶

から一人二人と身辺からコロナ禍が近づいてきてい
る状況から、通常例会を断念せざるを得なくなりまし
た。結果的には、コロナによる休会は8回となりました。

そんな中にあっても工夫を凝らし、職業奉仕での出
前授業、社会奉仕としては大阪府医師会へのマスク
贈呈橋渡しなどの奉仕活動ができました。

全体的には、コロナ禍での休会、会長職の交代など
がありましたが、唯一明るい材料もありました。

ここ丸2年間コロナ禍で、新入会員が誰も入っていま
せんでしたが、12月11日には清水博之（SHIMIZU 
HIROYUKI）会員、1月20日には新レイシ（ATARASHI 
REISHI）会員、3月3日には堀口大介（HORIGUCHI 
DAISUKE）会員、4月20日には松永富夫（MATSUNAGA 
TOMIO）会員が新しく仲間となっていただきました。

この時期の苦境を救って頂いた救世主であると私は
感じています。ありがとうございました。

本来は、辻直前会長のことをしっかり報告すべきで
すが、原稿を書こうとしても涙が出てかくことができ
ません。

一つだけ、皆さんに見て頂きたいものがあります。ご
存知のとおり辻直前会長は非常に写真に興味があっ
た方で、いろんな写真クラブに入っています。

そのうちの一つGRAYという組織の一員で、指導され
ている方はプロの写真家であります生原良幸
（IKUHARA YOSHIYUKI）先生です。私たちのクラブ
の写真部でもお世話になった方です。

その生原先生にお会いしてきました。今月の10日か
ら16日までの期間での写真展が開催され辻一夫直
前会長の遺作を紹介されました。

生原先生いわく、病気とたたかっている様が現れ、タ
イトルも「嵐にたえて」ということで本人も写真展覧ま
では頑張ろうとする意気込みが感じられます。また、
もう一枚の「能登忘れがたく」は、大好きな能登半島
にはもう二度といけないのかな、といった思いが見え
ます。

辻直前会長につきましては、この二枚の写真を見て
いただくことで全てが分かると思いますのでご理解
をお願いします。

最後に、あらためて、理事・役員の皆様、そして会員の
皆様、事務局の皆様には心から感謝申し上げ、私の
幹事退任の挨拶とさせていただきます。

1年間ありがとうございました。
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選手、応援一体となって暑さに立ち向かった結果、惜しくも逆転され、最終回の攻撃も精一杯粘りを見せました
が届かず成田コスモポリタンRCに惜敗野球　審判からも「NICE GAME」と言われた好試合が出来ました。

本当に暑い中、頑張って全選手が出場出来、最後まで応援頂きありがとうございました！！

野球同好会



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BOX23
6

北村（讓）：1年間有難うございました！

戸田：北村会長、嶽下幹事大変な時期の円滑なクラブ
運営を有難うございました。
西の丸庭園良いところですね。

嶽下：今日は最終例会です。1年間有難うございまし
た。ニコニコ

村木：最終例会新入会員歓迎会です。ニコニコ！

上瀬：1年間有難うございました。今日は楽しみにして
います。

植屋：北村会長、嶽下幹事お疲れさまでした。

檜皮：北村会長、嶽下幹事1年間お疲れさまでした。本
当にありがとうございました。

村上：北村会長、嶽下幹事1年間お疲れさまでした。
新入会員の皆様、これからも頑張りましょう。

新：1年間お疲れさまでした。有難うございました。

藤本：北村会長、嶽下幹事1年間お疲れさまでした。
会員の皆様、1年間有難うございました。

早瀬：会長幹事、1年間お疲れさまでした。ニコニコ

井本：本日最終例会ですね。
北村会長、嶽下幹事1年間お疲れさまでした。

北村（薫）：最終例会ですね。会長幹事お疲れさまでした。

前田：書くことを考えておりませんでした。

西田：北村会長、嶽下幹事1年間お疲れさまでした。

清水：新会員歓迎会、有難うございます。ニコニコ

杉村：会長幹事、お疲れさまでした。

梅原：北村会長、嶽下幹事1年間お疲れさまでした。

山本：北村会長、嶽下幹事、理事役員の皆様1年間お
疲れさまでした。
佐賀野委員長お疲れさまでした。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥57,000
累　計 : ￥1,450,000

●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 31名 国内ゲスト 0名
欠席者 5名 外国ゲスト 0名

出席率 86.11 %
6月2日の修正出席率 83.33 %

堀口会員と清水会員が野球部に入部されました

●誕生日
早瀬 道圓 ［  1 日］
檜皮 悦子 ［  7 日］

●事業所設立記念
山本 　肇 　株式会社関西建設［昭和51年］
北村 　讓 株式会社アークエース［昭和57年］
北口 竜輔
 プルデンシャル生命保険株式会社［平成15年］
井本 万尋
 株式会社保険コンシェルジュ［平成20年］
上山 英雄 千里不動産鑑定事務所［平成22年］

Congratulations!7月のお祝い7月のお祝い


