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国際ロータリー2232地区にはウクライナとベルラーシが含まれてお
ります。2014年のロシアによるクリミア併合、およびドネツク州とルハ
ンスク州のドンバス地方での武力紛争により、クリミアおよび現在ロ
シア占領下にあるドンバス地方には、2013年の時点7つのロータ
リークラブがあり、会員数は合わせて110人でした。このうち今も存在
するのは、クリミアに2クラブのみで2クラブを合わせた会員数14人と
大幅に減少してしまいました。

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 8/4 のお知らせ

2022年7月28日
第1352回（本年度 第4回）例会

（ 7月21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 : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強・維持卓話
　嶽下 勇治 委員長
■第3回9月度理事会
　13：40～　コスモスの間



2022-23年度第1351回（第3回例会）
幹事報告 (7/21)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。
本日はホテルニューオータニが使用不可の為、移動
例会となっております。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■本日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。

　村上クラブ奉仕委員長宜しくお願い申し上げます。

    ※第2回8月度理事会
　　時間：14：10～15：00
■直前会長・幹事慰労会 ⇒【延期】

■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。

■8月18日（木）、ガバナー補佐訪問日第1回クラブ協
議会
　卓話：辻会員

■8月25日（木）、卓話：上瀬会員
　指名委員会

（地区関係）

■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国際文化センター
　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～

■8月27日（土）、クラブ青少年奉仕合同委員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：13：30～

一方、ウクライナのほかの地域では、紛争の勃発以来、
人道的活動や被災地支援に携わろうとする多くの新
会員が入会しました。2014年以来、同国でのロータ
リークラブ数は49から62に増え、6の衛星クラブも設
立されました。会員数は800人から1,100人に増えま
した。

ロシアの侵攻以来リヴィウロータリークラブでは、医
療物資、衛生用品、医療機器などをウクライナの病院
や子どものいる家庭に届けるためのタスクフォース
を編成しました。また、米国、ドイツ、ポーランド、デン
マーク、ノルウェー、ラトビアのロータリークラブや慈
善団体など、海外のパートナーとの連絡網を確立し
ました。毎日のZoom会議で、避難民、子ども、負傷者
などさまざまなグループのニーズを特定し、ウクライ
ナの医療当局とも密に協力し、病院用のマットレスや
ベッド、応急セット、防護ベスト、衣服、食料などが届
けています。国を逃れたロータリー会員もいますが、
リヴィウにとどまった会員たちは、避難民が泊まるこ
とができるように自宅や仕事場を開放しています。

また、避難民が収入を得られるように、雇用して職を
提供している会員もいます。戦時下で懸命に活動す
るウクライナのロータリアンに深い感銘を受けており
ます。



クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム報告

クラブ奉仕委員長　村上 俊二

クラブ奉仕委員会によるクラブフォーラムを始めさせ
ていただきます。

クラブが持つべき機能、クラブの力をさらに強化して
ゆく為には、一定以上の会員数が必要で会員増強が
不可欠です。それも単年度でなく翌年，翌々年と年度

テーブルミーティング（親睦活動小委員会）
発表者：上瀬 匠 小委員長

現状の爆発的なコロナ感染の拡大を見ると今年も限
られた活動に留まってしまう為、ゲストをお招きする
ような親睦活動は難しいかもしれないが身内（クラブ
会員・家族）で行う活動は自己責任の下、極力行って
行く方が良い。

休会日を利用したゴルフコンペを開催する企画に於
いても表彰式等はせず、プレー後解散、後日発表とい
う形でも良いので是非実行してもらいたいという意
見がありました。

いずれにしても、身内で行う親睦活動は積極的に
行って行くとの結論に達しました。

テーブルミーティング（例会運営小委員会）
発表者：戸田 佳孝 小委員長

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25名の出席を確保しなければ、ク
ラブに損失が生じるようになりました。従って、出席率
を上げることが今まで以上に必要となりました。

出席率を上げるための工夫としては、

1）毎週木曜日の12：30からは例会に出席すること
を習慣にすること。そのためには連続出席し体
を慣らすことが必要だとの意見がでました。

2）交流を深める時間を確保すること。そのために
はスケジュールを連続して行い、卓話前に会話
の時間を増やすという案がでました。

を繋いで力強く継続してゆかねばなりません。また会
員維持の方策も知恵と工夫が必要です。その為には
同時に例会運営、親睦活動、会員研修の小委員会活
動を充実させねばなりません。

本日のクラブフォーラムでは、まず4つの小委員会活
動方針を各委員長に発表していただきます。その後
小委員会ごとに4つのグループに分かれてもらいます。

つまり嶽下委員長には会員増強・維持、選考、職業分
類をテーマに、戸田委員長には出席、ソング、会報、プ
ログラムをテーマに、上瀬委員長には会員親睦、例
会受付、ビジター対応をテーマに、西田委員長には
会員研修、規定情報、広報をテーマに、本日はスクー
ル形式ですので小委員長ごとのグループに分かれて
ディスカッションしていただきます（約30分）。

そして各小委員長には本日のグループごとの意見を
集約いただき、その結果を発表していただきます。



テーブルミーティング（会員増強・維持小委員会）
発表者：嶽下 勇治 小委員長

私どものテーブルでは、大阪中之島ロータリークラブ
を紹介するパンフレットについて討議致しました。

パンフレットを受け取られた方がカバンに簡単に納め
られるように、用紙のサイズは小さくし、嵩張らないよ
うに１枚で納めることがよいという意見になりました。

次に写真の内容については、私どものロータリークラ
ブの活動を紹介するパンフレットですから、会員の顔
写真だけではなく、例会や奉仕活動など実際の活動
を撮影した写真を掲載する必要があるという意見も
ありました。

その際には、会員自身が楽しんでいる様子が伝わる
ように、満面の笑みで写っている写真を撮影する必
要があるという意見もありました。

そのためには、普段からなるべく多くの写真を撮影す
る必要がありますが、そのようにして撮影した写真を、
どのように保管するか（どの委員会や小委員会の担
当になるのか）が課題であるという指摘がありました。

テーブルミーティング（会員研修小委員会）
発表者：西田 末彦 小委員長

私共のテーブルでは、会員研修小委員会をどの様に
進めて行けば良いのかを討論致しました。

その中で皆さん自分が入会した当時の事を思い出し
ながら、色々な貴重な意見が出てまいりました。

一つには入会したての頃は、ロータリーの事を教え
られても、何が何だかサッパリ分からず全く頭に入
らなかったと言う事でした。それが例会に参加する
事によって少しずつ分かってきて、奉仕活動に参加
する事によって更に理解が出来る様になってきたと
言う事です。

二つ目には、入会したての頃は知り合いも少なく非
常に寂しかった。その時ベテランの会員さんが、例会
の時に色々話しかけてくださり、親切にしてもらった
のが嬉しくてここまでこれた。また食事や飲み会に
誘って下さったのが楽しく、また嬉しかったと言う意
見が多かったです。その為、ここ2・3年コロナで開催
出来てなかったIH会と言う名の親睦会を是非行って
欲しいと言う意見も多かったです。

あと新入会員は2・3人でフォローした方が良い。

3）よく出席した会員を表彰する。さらに1等、2等、3
等などの等級をつければ、さらにモチベーショ
ンが上がるとの案がでました。

ソング部門に関しては、

1）しっかり口を開けて大きな声で元気よく歌おう。

2）同じ歌を何度も歌う。英語の歌は止めてほしい。

3）次回の歌を確かめるために誰かに歌ってもらう

などの案がでました。

週報に関しては、他クラブの週報は1枚であることが
多いことに比べて中之島RCの週報は良くできている
ので満足しているとの意見がでました。

ロータリー歴30年になるが、ロータリーの事が分か
りだしたのは、ここ2・3年である。

会員研修の時は紹介者も立ち会った方が良い。

等々色々な意見が出ましたが、何だか会員研修と言
うよりも、会員維持小委員会みたいになりましたが、
皆さんの入会した当時の本音が聞けたようで、有意
義なフォーラムだったと思います。

今年の会員研修小委員会はこれらの意見も参考に
活動したいと思います。



日　時：2022年7月21日（木）　14：00～15：20
場　所：ザ・ガーデンオリエンタル大阪　２階
出席者：栗山・北村（讓）・戸田・村上・辻・村橋・北村（薫）・高島・嶽下・上瀬・西田・檜皮・井本・藤本・
　　　　社会奉仕委員長代理 安達委員・30周年実行委員会 福田委員長　以上16名（敬称略）
配布資料：
 1．2022-23年度年間行事計画 2．名誉会員推薦状
 3．2022-23年度社会奉仕委員会 こども食堂 夏祭り 4．2022-23年度社会奉仕委員会　方針発表
 5．2021-22年度大阪中之島ロータリークラブIAC資金収支報告書 6．開明中学、高等学校IAC　領収書、レシート
 7．2022-23年度インターアクト 研修計画 8．新入会員入会承認フローチャート
 9．テレビ大阪 特別番組「歩いて学ぼう！！天神祭ヒストリー」（仮） 10．「POLIO-DAY」御参加のお願い
 11．30周年記念事業決定事項 12．30周年総予算表（令和4年5月12日現在）

2022-2023 年度 第2回　8月度定例理事会議事録

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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1353

-

1354

1355

5

-

6

7

休会：祝日（山の日）

ガバナー補佐訪問日

会員増強維持委員会：
嶽下委員長

卓話担当：辻会員

卓話担当：上瀬会員

第3回9月度理事会

第1回クラブ協議会

指名委員会

クラブ職業奉仕委員長会議
　日程：8/6（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

クラブ青少年奉仕合同委員長会議
　日程：8/27（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

【’22年8月 行事予定】　（会員増強・新クラブ結成推進月間）

開会の挨拶（栗山会長）

大阪でコロナが再流行しておりますので体調管理に
は気を付けてください。

【報告・審議事項】

1. こども食堂夏祭りの開催について
コロナが再流行している現在の状況を踏まえ開催の

是非、事業内容について西成こども食堂の川辺代表

理事と相談する。

本日から1週間を目安に経過を見極めて結論を出す。

2. 30周年記念事業について
・歴代会長・現会長が10万円×11名の110万円、創立

30周年記念事業に寄付　

・会費　会員：2万円　会員家族：1万円　

・中之島基金より30周年記念事業の奉仕活動資金と

して50万円充当する

　⇒［ 承認 ］

3. 行事予定表について
・8月18日若宮ガバナー補佐訪問日　懇談会11：30～

・9月1日宮里ガバナー訪問日

同日のクラブ協議会の議題については会長・幹事に

一任

・10月20日卓話　北村讓会員

代理卓話　地区ポリオ小委員会近藤祐介委員長

4. 名誉会員の件について
・平本氏、小林氏、白阪氏については高島会員、早瀬

会員より名誉会員推薦状を受領

・伏見氏については北村讓会員、嶽下会員より名誉会

員推薦状を受領

5. インターアクト広島研修について
インターアクターの参加は原則8名までだが、開明中

学・高等学校IACからは今回11名参加する。

3名分増加した費用については地区の負担金が出な

いので提唱クラブが按分して年間予算から費用を充

当する。

6. 新入会員の入会手続きについて
新入会員入会承認フロートチャート　⇒「承認」

フローチャート①～②と②～③の「省略も可」を削除

⑤の「30日以内」⇒「可及的速やかに」に訂正

7. その他
・「POLIO-DAY」御参加のお願い

ポリオ根絶活動のPR

・コロナ対応について

IT委員会：委員の選定は会長、幹事に一任

閉会挨拶（戸田会長エレクト）

皆様、お疲れ様でした。

ポリオ根絶に向けてご協力を宜しくお願い致します。



新入会員入会承認フローチャート

会長に相談 候補者本人には伏せておく

OK

OK

OK

OK

会員選考メンバー招集 会長、幹事、増強委員（3）、推薦者

ゲストとして出席していただく 入会希望種の紹介ではない

推薦者2名の推薦状を理事会へ 幹事を通じて理事会へ

可及的速やかに推薦者に通知 承認、不承認を決定

入会委申込書の提出

会員に公表 意義申し立ては、7日以内

入会金を納めることにより会員となる 入会式をもって入会日とする

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

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1356

1357

1358

-

1359

8

9

10

-

11

ガバナー公式訪問日

臨時総会（事業・決算報告）

休会：祝日の週（9/23 秋分の日）

宮里ガバナー訪問日

卓話担当：北口会員

事業報告：嶽下前幹事
会計報告：嶽下前幹事
会計監査：西田会員

卓話担当：北村（薫）会員

第4回10月度理事会

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/3（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委員長会議
　日程：9/17（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

秋のRYLA（ホストクラブ：茨木RC）
　日程：9/23（金）～25（日）
　会場：パナソニックリゾート大阪

【’22年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間）

【’22年10月 行事予定】　（地域社会の経済発展月間／米山月間）
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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1360

1361

1362

-

12

13

14

-

次年度理事・役員発表

社会奉仕委員会フォーラム

創立30周年記念式典

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会

地区米山奨学委員会

社会奉仕委員会：
北口委員長

卓話担当：北村（讓）会員

地区公共イメージ向上セミナー
　日程：10/8（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター



実施日：8月2日～3日に予定しておりました、イン
ターアクト広島研修旅行の件ですが、コロナ感染拡
大につき地区、学校、提唱クラブとの臨時委員会が実
施されました。
学校からの報告ですが、ここ1週間、各学校で毎日5
人以下の感染者が出ており、(学級閉鎖、学年閉鎖は
しておりません）10校のうち5校は、不参加の申し出
がありました。
参加希望校からは、十分な安全対策をしていただき
実施をお願いしたいと発言され、地区としましてどこ
まで安全対策ができるか、また、看護師2人同伴しま

インターアクト広島国内研修
中止のお知らせ 青少年活動委員会  委員長  檜皮 悦子

すが、感染者が出た場合の隔離、その対処法を討議
した結果地区委員会、提唱クラブ担当者、全員一致
で中止になりました。
海外から国内に変更され、六ヶ月間準備、視察をさせ
ていただき、結果として中止になりましたが、第一に
生徒さんたちの安全を考えた上の苦渋の決断をさせ
ていただきました。
次年度インターアクト国内研修は中之島の担当に
なっております。今後とも青少年奉仕委員会にご協
力宜しくお願いいたします。

令和4年4月28日中之島朝日カルチャーセンターで
行いました国際ロータリー2660地区職業奉仕委員
会後援の医療講演会の記事が全国のロータリアンに
配られるロータリーの友のロータリーアットワークに
掲載されました。

「ロータリーの友 7月号」に医療講演会の記事が掲載されました 戸田 佳孝

「投稿から掲載まで5ヶ月かかる」と言われていたの
で見落としており報告が遅れました。皆様も是非、我
ら中之島RCの名前を全国に伝えるためにロータリー
の友に投稿しましょう。



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BOX21
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栗山：暑いですね！熱中症対策をしましょう

戸田：村上さん、クラブフォーラムよろしくお願いいた
します。

村上：本日のクラブ奉仕フォーラム、よろしくお願いい
たします。

井本：今日移動例会です。太閤園を思い出しますね。
ニコニコ

村橋：ガーデンオリエンタル、庭がきれいですね。ニ
コニコ

檜皮：村上委員長、本日のフォーラムよろしくお願い
いたします。

高島：20数年来歩いた京橋から太閤園までの道を、
思い出深く歩きました。

嶽下：ニコニコ

辻：ニコニコ

前田：本日は桜宮神社の本宮です。孫3人が地車と太
鼓で忙しいです。

満村：ニコニコ

下岡：ニコニコ

上山：歴史ある大阪市公館での例会、いいですね。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥31,000
累　計 : ￥132,000

●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 28名 国内ゲスト 0名
欠席者 8名 外国ゲスト 0名

出席率 77.77 %
6月23日の修正出席率 86.11 %

7月21日のメニュー

前  菜：クスクスのサラダ　バジルソース
スープ：じゃがいものスープ
パスタ：ペンネ アマトリチャーナ
メイン：奥丹波鶏もも肉のソテー　バルサミコソース
デザート：レモンタルト
パン、コーヒーまたは紅茶 本日のソング委員  岡本 啓吾会員


