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こんにちは、

7月8日奈良にて安倍元首相が凶弾に倒れました。ここに謹んで哀悼
の意を表します。

また姉妹クラブの台北福齢クラブよりも安倍元首相へのお悔やみの
手紙が届いております。

週報にも載っておりますので、是非お目通しお願いします。

本日今年度2回目の例会ですが、改めまして理事役員と各委員会の

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 7/28 のお知らせ

2022年7月21日
第1351回（本年度 第3回）例会

（ 7月14日）

♬SONG : 「ロータリー讃歌」
●卓話　小委員会活動方針
嶽下会員増強・維持小委員長
戸田例会運営小委員長
上瀬親睦活動小委員長
西田会員研修小委員長
村橋SAA
辻会計

♬SONG : 「日も風も星も」
■ガーデンオリエンタル大阪移動例会
●卓話　クラブ奉仕委員会

クラブフォーラム
　村上 俊二 委員長
■第2回8月度理事会
　14：00～



2022-23年度第1350回（第2回例会）
幹事報告 (7/14)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。梅雨が明けた割には雨が多い
ですね。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■本日は、今年度第２回目の例会で五大奉仕委員長
方針発表となっております。五大奉仕委員長宜しく
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

Congratulations!

早瀬会員に米山奨学委員会より「第100回米山功労者」の
表彰と記念の盾が贈られました。

■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。

■8月4日（木）、会員増強維持小委員会
　嶽下小委員長宜しくお願い申し上げます。

　※第3回9月度理事会
　　時間：13：40～

■8月9日（火）、こども食堂夏祭り（社会奉仕委員会）
　場所：西成区区民センター
　時間：10：00～15：00（2部制）

■8月11日（木）、山の日㊗休会となっております。

（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～

■8月2日（火）～3日（水）、IAC国内研修（広島）

■8月6日（土）、クラブ職業奉仕委員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：13：30～

皆様には、一年間ご苦労をお掛け致します。ご支援ご
協力をお願い申し上げ ます。

また大阪中之島ロータリークラブを今まで以上に「魅
力ある、元気ある、個性ある」クラブになるよう、井本
幹事ともども努めてまいります。ご理解と協力をお願
い申し上げます。



2022-23年度

5大奉仕委員長方針

2022年～23年度のクラブ奉仕委員会、委員長を拝

命しました村上です。この1年間どうぞよろしくお願い

します。クラブ細則にクラブ奉仕委員会のことが書か

れています。そのなかでクラブ奉仕委員会は、その委

員長と4つの小委員会の委員長と委員によって構成

されてます。

そしてクラブ奉仕委員長はクラブ奉仕の諸活動全部

に責任を持ち、かつクラブ奉仕の各特定分野につい

て設置されたあらゆる小委員会の仕事を監督・調整

する任務を持つものと規定されています。

今年度、職業奉仕委員会を担当に成りました北村で

す。宜しくお願いします。

職業奉仕委員会としまして本年度はSustainable 

society環境問題を始めとする持続可能な社会を考

えていきたいと思います。SDGs（持続可能な開発目

標）活動計画としましては大きく2件考えています。

1つ目はサステナブル社会とは持続可能な社会、地

球環境に優しく未来の世代も美しい地球で生きてい

ける社会を目指して会社経営をされている企業、林

ベニヤ産業（株）舞鶴工場見学を考えています。時期

としましては今年の11月17日予定しています。

クラブ奉仕委員会 委員長　村上 俊二

職業奉仕委員会 委員長　北村 薫

そして4つの小委員会というのは

①会員増強・維持小委員会（嶽下委員長）

会員の増強・維持、選考、職業分類

②例会運営小委員会（戸田委員長）

出席、ソング、会報、プログラム

③親睦活動小委員会（上瀬委員長）

会員親睦、例会受付，ビジター対応

④会員研修小委員会（西田委員長）

会員研修、規定情報、広報

のことを言います。

要するに、クラブ奉仕委員会は、クラブ内部の基本的

事項のほぼ全般について担当する小委員会を監督・

調整することを任務としています。

特に、例会はロータリー活動の基本的、かつ最大の活

動であります。例会の充実・活性化というのは楽しい

例会を実現することです。例会が楽しければ、出席率

も高くなり、会員維持増強につながると思っています。

今年1年、各小委員長・委員と力を合わせて、中之島

ロータリークラブが楽しく、発展するように頑張って

ゆきたいと思いますのでよろしくお願いします。



コロナ禍となり3年目の夏を迎えました。

この間、こども達は多くの活動を制限され、思い出づ

くりもできない毎日を過ごしてきたことかと思います。

社会奉仕委員会は、そんなこども達に、たくさん遊ん

でもらい、笑ってもらい、夏の思い出を作ってもらい

たいと考え、2年越しの企画である「こども食堂 夏祭

り」を開催いたします。

【イベント名】こども食堂　夏祭り

【日程】2022年8月9日（火）10：00～15：00（2部制）

【場所】西成区民センター（1Fホール）

【イベント内容】

・縁日（スーパーボールすくい、射的、輪投げ、ビー

社会奉仕委員会 委員長代理　安達 昌弘

2つ目は中之島朝日カルチャーセンターにて豊中RC

と合同で地区職業奉仕後援の医療出前授業を2023

年4月頃予定です。

ただしコロナの問題は無くなった訳では有りません。

現在第7波が押し寄せてきています。

状況を見ながらタイミングを見計らって事業が実現

することに努力しますので、ご協力よろしくお願いい

たします。

ンボーリング、ストラックアウトなど）

・Mr.オクチ　マジックショー（30分）

・幼児向け（バルーンアート、絵本読み聞かせ、お

絵かきコーナー）

・昼食（お弁当）

にしなり☆こども食堂を中心に、近隣のこども食堂へ

もお声がけいただき、たくさんのこども達に来てもら

います。

当日は、とにかく人手が必要です。

社会奉仕委員だけではなく、中之島ロータリークラブ

総出でお手伝いいただきたい。

特に、親睦、青少年の皆様にはご協力をお願いします。

以下、大きく4通りの時間帯に分けた場合に、どの時

間帯にお手伝いに来ていただけるかのちほど回覧を

回しますので、ご回答のほどよろしくお願いいたしま

す。（もちろん複数回答いいただける方、歓迎いたし

ます）

①8月8日（月）17：00～19：00　事前準備・設営

②8月9日（火）09：30～13：00　第1部

③8月9日（火）12：00～15：00　第2部

④8月9日（火）15：30～17：00　撤収作業

また、例年通り、成美学寮への支援（餅つき、職員さん

への慰労会など）も行う予定です。

青少年奉仕委員会 委員長　檜皮 悦子

2022～23年度より大阪中之島ロータリークラブは

五大奉仕になり第五部門である青少年奉仕委員会

が新規に発足いたしました。

青少年部門にはローターアクト（RAC）、インターアク

ト（IAC）、ロータリー青少年指導者育成プログラム

（RYLA）、ロータリー青少年交換（ROTEX）、学友会が



国際奉仕委員会 委員長　高島 凱夫

2022～’23年度 クラブ国際奉仕委員会の計画は、年

次計画書に書かせて戴いた4項目を、このコロナ蔓

延を乗り越え何とか実施できるように委員会で鋭意

計画を進める。

4項目に加え、①台湾・台北福齢RCの周年例会への

参加、②AUSTRALIA・Melbourneでの国際大会への

参加、の2項目を加える。

①については、ここ数年コロナのため姉妹クラブ同

士の交流がほゞ皆無である。

②国際大会への参加最近行われていない。

この2つの行事は、経験の浅い大阪中之島の会員に

とって、国内奉仕活動に加え、更にロータリアンとして

の喜びを感じる機会となることと考える。

募集の際は、多くの会員の参加を期待いたします。

あり2018年のRI規定審議会により青少年部門が重

要視され、2022年～23年度宮里ガバナーは、これら

の委員会が横ぐしの様にお互いに協力しあう方針を

出されました。それに伴い、2017年に大阪中之島

ロータリークラブが提唱しました、開明中・高等学校

インターアクター達に、ローターアクトとの共同事業：

青少年交換：（Rotary Youth Exchange）ロータリー

青少年指導者養成プログラム：（Rotary Youth Lead-

ership Awards）等に挑戦させインターアクト委員会

の枠を超えた事業を実施したいと思います。

1、インターアクトの成長と継続性を維持するため、

2ヶ月毎にインターアクト例会に参加し、提唱ク

ラブとの関係を深める

2、提唱クラブの例会に招待し、ローターアクト奉仕

事業にも参加して頂く

3、ロータリーの情報をインターアクトに伝え、関心

を持たせるためにも地区ガバナー月信、ロータ

リーの友等関連出版物を配布する

4、インターアクターにロータリークラブ例会や地

区の会議でインターアクトクラブの活動をプレ

ゼンテーションするように働きかける。

5、地域社会・国際問題についての知識を深める情

報や機会を提供する

※2022年8月2日～3日に広島国内研修、11月

に年次大会が予定されております

※新型コロナワクチンの入手状況における世界

的な不均衡、またコロナ禍の経済的影響によ

り、2021～2022年度は世界の多くの地域が

参加できない事になりました。ワクチンが入

手可能な一部の国だけでプログラムを続けて

いくことは、公正というロータリーの価値観お

よび多様性、公平さ、開放性（インクルージョ

ン）に相反することになり可能な範囲で奉仕

事業を実施する予定です。
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栗山：コロナ増えてます。ご注意を。ニコニコ

北村（讓）：コロナ注意！

戸田：五大奉仕委員長の皆様、よろしくお願いいたし
ます。

村上：五代奉仕委員長の皆様、頑張ってください。

井本：今日のゲスト井上さんです。今日は見学に来ら
れていますが入会いただけたら嬉しいです。ニ
コニコ

村橋：ニコニコ

高島：天気悪いけどニコニコ！！

嶽下：ニコニコ

前田：追悼　安倍さん、又お会いしたかったです。

満村：ニコニコ

宗森：雨降りませんように。

岡本：母告別式の供花の御礼

下岡：ニコニコ

清水：今日は眺めの良いところで例会ですね。ニコ
ニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥41,000
累　計 : ￥101,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 4名 外国ビジター 0名
出席者 31名 国内ゲスト 1名
欠席者 5名 外国ゲスト 0名

出席率 86.11 %
6月16日の修正出席率 86.11 %

●本日のゲスト
井本会員ご紹介 井上 　豊 様

7月14日のメニュー

・オマール海老のビスク風　バニラの香り
・グランドビーフ
・マンゴーのパンナコッタ
・パンとバター 本日のソング委員  岡本 啓吾会員


