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ロシアがウクライナに侵攻してウクライナの難民が950万にとなって
います。現在世界の難民は1億人を超えているとのことです。難民とは、
人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという
理由で、自国にいると迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れ、
国際的保護を必要とする人々と定義されています。

本日は国連で難民問題に深くかかわった緒方貞子さんのお話をさせ
ていただきます。1951年ロータリー財団奨学生として米国ワシントン

会長挨拶
会長　栗山 博道会員増強・新クラブ結成推進月間

月間テーマ（8月）

2022年8月4日
第1353回（本年度 第5回）例会

（ 7月28日）

本日のプログラム

次回 8/18 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　社業いろいろ
　辻 義光 会員
■若宮ガバナー補佐・
　中嶋ガバナー補佐エレクト訪問日
　懇談会　11：30～　コスモスの間
■第1回クラブ協議会
　13：40～　ウィステリアの間

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強・維持委員会卓話
　担当：嶽下 勇治 委員長
　講師：プロカメラマン  生原 良幸 様
■第3回9月度理事会
　13：40～　コスモスの間

※次週、8月11日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



2022-23年度第1352回（第4回例会）
幹事報告 (7/28)

幹事  井本 万尋

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。

D.C.のジョージタウン大学大学院へ留学して国際政
治学を学ばれました。

緒方さんは1991年2月から2000年12月まで
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）の第八代国
連難民高等弁務官として世界の難民の保護と救済に
活躍しました。特にルワンダでは1994年フツ族過激
派によるツチ族の虐殺が起こり、わずか4ヶ月でおよ
そ80万人が虐殺されました。ルワンダ難民はザイー
ル（現コンゴ民主共和国）、タンザニア、ブルンジ、ウ
ガンダなどへ200万人が逃れました。ザイールのゴ
マに100万人規模で流入したルワンダ難民を支援す
るため、UNHCRはザイール国境沿いのゴマに難民
キャンプを設営し、そこで食糧支援を行いました。緒
方さんは難民の保護に現場主義を掲げて傑出した
リーダーシップを発揮しました。そのためゴマキャン
プ難民で誕生した女の子の多くがサダコ・オガタと名
づけられたとのことです。難民条約の定義を満たさな
い国内避難民への保護・支援の拡大や、支援物資輸
送における北大西洋条約機構（NATO）軍との協力な
ど、むずかしい問題において、緒方さんが下した人間
の命を最優先するという決断が、その後のUNHCRの
新しい行動指針となりました。

日本は難民受け入れに消極的な国とされております
が、ロータリアンとして世界の難民問題を理解しなけ
ればなりません。

みなさんこんにちは。
コロナ感染状況が厳しくなってきました。みなさま各
自お気をつけください。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■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（天王寺RC　
若宮ガバナー補佐）
　11：30～懇談会

　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

■9月1日（木）、ガバナー公式訪問日
　11：20～12：20　理事役員懇談会

（地区関係）

■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～

■9月3日（土）、地区ロータリー財団セミナー
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～



各小委員会活動報告

会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、親睦活動小委員会、
会員研修小委員会、SAA、会計

はじめに、例会運営に関する不具合、例えば、「指揮
者が来ていない」とか「週報に間違いがある」などの
問題がありましたら、どうか私にお申し付け下さい。で
きるだけ皆様のために動き回りたいと考えておりま

会員増強・維持小委員会 委員長  嶽下 勇治

例会運営小委員会 委員長  戸田 佳孝

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
レットをさくせいする。
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。

すので、よろしくお願いします。

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、江川さんにお願いし
ており、全員の月単位の出席予定を例会中に回覧し、
更に不明な点はファックスで確認させていただいて
おります。全部○をしている会員が沢山いる出席予
定表を見れば、自分もできるだけ出席しようと思って
いただけることを期待しております。次に、3ヶ月に一
度週報に全員の出席率の一覧を掲載させていただ
きます。勿論、ロータリーより仕事が最優先ですから
欠席されても仕方ありませんが、よく出席した会員を
表彰する機会を設けるために出席率を公表させてい
ただきたいと存じます。どうかご理解下さい。

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と歌いやすいテンポを覚
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よろしくお願いします。

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。

以上です。今年1年よろしくお願いします。



今年度、会員研修を考える上で先週のクラブ奉仕委
員会の討論が非常に役に立ちました。今年度会員研
修をする上でそれを参考にしたいと思います。

私共のテーブルは9人程のメンバーで、入会したての
会員からロータリー歴30年以上の会員まで幅広く、
自分が入会したての頃を思い出しながら、今年度ど
の様に会員研修を進めて行けば良いのかを、話し
合って頂きました。その結果皆さんが言われたのが、
入会したての頃はロータリーの事が右も左も分から
ないのに、色々教えられてもサッパリ分からなかった
と言う事でした。それを踏まえて今年度は、一人一人
に向き合って、研修と言うよりも相談に乗ると言う感
じで進めて行こうと思っています。縁あってロータ
リークラブに、中之島ロータリークラブに入会された
と言う事は、勿論紹介者に誘われて入られたと思い
ますが、ロータリークラブに興味を持ち、何かを求め
て入会されたのだと思います。そこのところを聞き出
し、会話のキャッチボールをしながら、ロータリーに

会員研修小委員会 委員長  西田 末彦

栗山会長も先日の会長就任のごあいさつで「ロータ
リーは何よりも親睦が大切」と言われておられます。

奉仕活動をするにも先ずクラブ内が円滑でないと良
い奉仕活動はできません。その為にも今年度は可能
な限り親睦活動の実施に努めたいと思っております。

また、今年度はクラブ創立30周年でもあります。親睦
活動を通じてクラブの更なる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。

先程、例会前に30周年の打ち合わせがありましたが
式典におきましても親睦委員の役割は重大でござい
ます。特に親睦委員は私も含め、入会歴の浅い会員
が中心となって構成されております。

温かい目でご指導、ご協力頂ければと御願い申し上
げる次第でございます。

【活動計画】

①10月：クラブ創立30周年時の台北福齢RCとの
親睦交流会を国際奉仕委員会と共催で
奈良県「錦光園」にて墨づくり体験を予定

②12月3日（土）：年末家族会

③1月：上半期新入会員歓迎会

④4月：春の家族会

⑤6月：下半期新入会員歓迎会

⑥休会日を利用した「中之島RC休会日杯」ゴルフ
コンペ

祝日を除いた休会日が6日ありますので3回から4回
は開催できればと思っております。

例会でのお客様紹介や、誕生日、結婚記念日等の発
表は【月毎に例会当番】を決めております。SAAにもご
迷惑をお掛けしないよう当番表を既に渡してありま

親睦活動小委員会 委員長  上瀬  匠 す。それに従って進行して参ります。

また、親睦委員は出来る限り例会開始30分前に例会
場へ到着し襷を掛けて入口の前に立ちご挨拶を持っ
てゲストや会員の皆様をお迎えして参りたいと思っ
ております。

先日のクラブ奉仕のテーブルミーティングでもありま
したようにゲストを呼ばない「内向きの」「身内だけ」
の活動はやっていこうではないかという意見も多くご
ざいましたので6つの計画全てを実施するつもりで
準備して参りたいと思います。

皆様一年間ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げ
ます。



【活動方針】

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、心地よく満足感のある例会
運営を行なう。

【活動計画】

①時間厳守の例会運営を行なう。
開会から閉会までの適切な時間配分に気配りし、
時間厳守の進行を行います。

②格調高く明るい雰囲気の例会運営を演出する。
司会進行者や登壇者の話し方や態度、出席会員の
振舞いがクラブの格調と雰囲気を醸し出すことに
なると思います、これらを心掛けて例会運営を行
います。

担当  村橋 義晃

2022-23年度クラブ会計を担当させていただきます。

クラブ例会場がホテルニューオオタニに移籍して2
年目を迎えます。

会員数が移籍前に比べ増加傾向にあることは会計
担当としても収入増に繋がりクラブ活動には喜ばし
い限りですが、引き続き会費の値上げについて3か
月単位で精査していきます。できる限り値上げは避け
たく会員の皆様には欠席の連絡は必須でお願いい
たします。

7月29日までに前期の会費ご入金、皆様お忘れなく
お願いいたします。

またニコニコが以前のように200万円超えを期待し
ております。

奉仕活動、クラブ運営を積極的に展開するためには
ぜひとも皆様のご協力が不可欠です。会員皆様のご
支援、ご協力、よろしくお願いいたします。

会計 担当  辻 義光

SAA

③会員相互の交流促進を心掛ける。
今年度は、例会会場の着席指定は行いませんが、
新入会員にはより多くの会員との交流をして頂く
ためにも座席を指定することもあります。

④登壇中の私語を慎み、マナーと気配りのある例会
運営を行う。
登壇されている方への気遣いと私語を慎みマナー
を守って頂きます。

⑤ニコニコの増進に努める。
当クラブでは、ニコニコ収入が奉仕事業の資金に
充当されます、会員各位のご協力をお願い致します。

入れば貴方が思っている以上のものが得られますよ、
とか奉仕活動に参加すれば沢山の体験が出来ます
よ、とか沢山の素晴らしい仲間が出来ますよ、とかを
教えて行ければと思います。

二つ目は、入会したての頃は知り合いも少なく寂し
かったと言う人がほとんどで、その時ベテランの会員
さんから声を掛けて頂き、親しくして頂いたのがとて
も嬉しかったと言う事でした。皆さんも新入会員が入
られたら声を掛けて上げてください。きっと親しくな
れると思います。

三つ目はIH会と言う親睦会が楽しかったと言う人が
多かったです。やはり美味しい食事をし、上手い酒を
飲み、語らうのが一番親しくなる近道だと言うことで
す。今はまたコロナが流行っているので出来ませんが、
機を見て是非開催したいと思います。

今年一年よろしくお願いします。
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栗山：暑いですね！ニコニコ

北村（讓）：本日少し早く退席します。申し訳ありません。

戸田：江川さん、お誕生日おめでとうございます。

井本：本日小委員会報告です。よろしくお願いいたし
ます。

村橋：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

上瀬：江川さん、お誕生日おめでとうございます。

前田：清水さん、先日情報誌に会社、清水社長紹介さ
れていましたね。
早退のお詫び

宗森：大阪城ホールで「なにわ男子」のライブです。女
の子が多かったです。

下岡：ニコニコ

清水：コロナが増えて嫌ですね。ニコニコ

植屋：今日は早退します。よろしくお願いいたします。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥27,000
累　計 : ￥159,000

●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 26名 国内ゲスト 0名
欠席者 10名 外国ゲスト 0名

出席率 72.22 %
7月7日の修正出席率 76.77 %

大阪大手前ロータリクラブの7月29日金曜日例会に
創立30周年の案内に早瀬さんと北村讓で訪問して
しっかりお願いして参りました。

大阪天満橋の高橋会長、仲西幹事も挨拶に訪問され
てましたので、昨日の福田委員長、高島さんの訪問の
お礼と改めて宜しくお願いしますとお話しました。

大阪大手前ロータリクラブ訪問 北村 讓

7月28日のメニュー

・押し豆腐のサラダ
・ふかひれスープ
・イカとホタテの塩炒め
・黒酢酢豚
・あんかけ炒飯
・マンゴープリン
・コーヒー

Congratulations!8月のお祝い8月のお祝い

●誕生日
杉村 雅之 ［4日］
梅原 一樹 ［8日］

●事業所設立記念
安達 昌弘 株式会社三起［昭和45年］
堀口 大介 株式会社 堀口建設工業［昭和54年］
嶽下 勇治 嶽下勇治税理士事務所［平成17年］
村木 博行 （株）ベストプランコム京都支社［平成30年］

●結婚記念日
村木 博行 ［  4 日］
新 レイシ ［  8 日］


