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8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。世界のロータリー人口
は約117万人です。1989年ロータリー規定審議会で女性会員の入
会を認めました。以来女性会員は増え続けております。世界の女性会
員は全会員の25％に当たる29万人です。

一方日本のロータリアンは約83,000人でそのうち女性会員はわず
か7.3％の約6,000人です。ちなみに米国の女性会員の割合は
34.2％です。

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 8/25 のお知らせ

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18日
第1354回（本年度 第6回）例会

（ 8月4日）

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　
　上瀬 匠 会員

♬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・
　中島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



2022-23年度第1353回（第5回例会）
幹事報告 (8/4)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。
8月に入りました。8月は会員増強・新クラブ結成推進
月間となっています。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■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（R2660地区 宮
里ガバナー）
　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～

本日は米国での女性の権利、男女平等を主張してき
たルース・ベイダー・ギンズバーグのお話をさせてい
ただきます。彼女は1933年ニューヨークに生まれ
ハーバード大学ロースクールに入学し、夫がニュー
ヨークで職を得たので、コロンビア大学ロースクール
へ編入学し法学位を得ました。1993年ビル・クリント
ン大統領から指名されてから亡くなるまで27年間連
邦最高裁判事の座にあり、特に性差別の撤廃などを
求めるリベラル派判事の代表的存在としてアメリカで
大きな影響力を持っていました。彼女が手がけた判
決では入学者を男子に限定していたバージニア州立
軍事学校の規定を違憲とする判決 （1996年）などが
知られる。また彼女の有名な語録は「女性を優遇して
くれとはいいません。男性の皆さん、私たちを踏みつ
けるその足をどけて」です。

米国も様々な問題を抱えていますが、日本も米国の
ような女性の地位を確立していかなければ女性会員
が増えないと考えます。

8月4日のメニュー

口取り 玉子焼　鰻寿司　海老芝煮　衣かつぎ　山桃
  道安宝珠喜　太刀魚葱巻味噌漬　新丸十
  辛子蓮根　甘長しし唐出汁漬
 鉄砲串－生ハムチーズ　焼板

焚合せ 翡翠茄子　長芋白煮　魚身豆腐揚煮
 冷やしあん掛け　隠元

焼　肴 鮎汐焼　干無花果クラッカー揚げ　鱧フライ

御　飯 蛸御飯　梅干し　大葉

煮物椀 とうもろこし丸　枝豆麩　冬瓜　柚子

デザート 西瓜ゼリー寄せ　ヨーグルト　ミント



今年度の、会員増強・維持小委員会の活動方針のう
ち、新入会員勧誘用パンフレット作成し、会員勧誘時
に活用していただくこととしています。

作成に当たって、会員から提供しいただく写真につ
いて、楽しい写真、素顔の写真など、是非入会してみ
たいと思わせるような写真を掲載したパンフレットを
計画しています。

本日は、会員のみなさんに提供して頂く写真の撮り
方について、プロのカメラマンに講師としてお願いし
ています。よろしくお願い致します。

プロカメラマン　生原 良幸 先生

ポートレートを中心に活躍されており、特に令和に生
まれた「赤ちゃん」をテーマに新生児の写真を撮り続
けている写真家。

講和内容　

・写真を見ているだけで心がなごむ

・一人一人が個性的で表情豊かな

・赤ちゃんの表情から伝わってくるものがある（笑
顔、泣き顔、怒った顔、寝顔）そのすべてが微笑ま
しい

・赤ちゃんをみていたら楽しくなるし、元気をもらえる

会員増強・維持小委員会 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

日　時：2022年8月4日（木）　13：00～13：50
場　所：ホテルニューオータニ　B1F　コスモスの間
出席者：栗山・戸田・村上・辻・北村（薫）・北口・高島・嶽下・上瀬・檜皮・井本・藤本　以上12名（敬称略）
配布資料：
 1．2022-23年度年間行事計画
　2．大阪府赤信号でのガバナー公式訪問について
 3．2022-23年度国際ロータリー第2660地区　地区大会

2022-2023 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長）

こんにちは、今月に入りコロナの感染が急激に拡大し
ており、陽性率も高くなってきております。
コロナの感染には気を付けてください。

【報告・審議事項】

1. 年間行事計画について
・９月9日卓話　北口会員⇒北村（薫）会員に変更　

・9月29日　創立30周年記念式典リハーサル（案）

　　　　　 時間：12：30～14：00　

2. カバナー補佐訪問日ついて
・懇談会　11：30～

各理事：今年度の活動方針を発表

・第1回クラブ協議会のテーマ

「ロータリーの公共イメージ向上」

※大阪にロータリークラブが誕生して100周年を

迎える御祝も含めて

3. IT委員会について
・8月からハイブリットで例会を開催

・IT委員会：梅原会員・小林会員・新会員

・オンラインの環境を整える事が難しい会員について

はご本人の希望があればIT委員会がサポートする

4. 各委員会、小委員会報告
・社会奉仕委員会

こども食堂「夏祭り」中止により、代わりに駄菓子の詰

め合わせをプレゼントする 

予算：駄菓子詰め合わせ1袋／300円×50～60人

・青少年委員会

インターアクト広島研修中止によりキャンセル料が

発生する生徒に負担が掛からないように検討

インターアクト事業予定

①2022年10月23日　「POLIO-DAY」

②2022年12月17日　地区大会　友愛の広場

5. その他
・クラブビションを週報・年次報告書に掲載する

・緊急連絡網

現在の緊急連絡網が機能しないので大阪中之島RC

のグループLINEを立ち上げ緊急連絡網とする　

・地区大会　2022年12月16日～17日

ホストクラブ：高槻ロータリークラブ

閉会挨拶（戸田会長エレクト）
皆様、お疲れ様でした。
会員減少により周年事業が盛大に行えないクラブが
ある中大阪中之島RCは創立30周年記念事業に向け
て開催の準備を進めて行くことが出来、その事を嬉し
く存じます。
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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

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

-

1363

1364

1365

-

15

16

17

休会：祝日（文化の日）

年次総会・委員会報告

Ｒ財団担当（国際奉仕）：
福田会員

卓話担当：小林会員

第6回12月度理事会

IM6組会長幹事会（第3回）
　日程：11/22（火）18時
　会場：大阪倶楽部

【’22年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）

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

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）

30周年記念式典リハーサル

宮里ガバナー訪問日

卓話担当：北村（薫）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

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



皆さん、こんにちは。

奨学生のペイです。

これから、私は近況報告を発表させていただきます。

まずは、七月に、大学で半年一回の修論に関するポ
スター発表が順調に終わりました。私はポスター発
表会で副指導教授から貴重なアドバイスをいただき
ましたので、日本とアメリカの軍事組織に関する先行
文献をまとめましたら、修論を書き始めます。

次に、7/17は学友委員会の末松さんに誘われて、
ローターアクトが行われた献血活動に参加しました。
私は昔から定期的に赤十字会で献血していますが、
ボランティアとして人を声かけるのが初めてなので、
いい経験になると思います。

最後、8月から夏休みに入りましたが、就職先はまだ
決めていないので、現在説明会に参加したり、ESや
SPI、面接を準備したりしています。また、普段英語を
使う機会が少ないので、スピーキング能力を向上す
るために、ドイツの友人と週に一回4時間で英語、中
国語の交換練習もしています。

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

8月10日（水）14：00～15：00、栗山会長・井本幹事
と私の3名で、にしなり☆こども食堂さんへ訪問し、駄
菓子の詰め合わせ50人分を寄贈して参りました。

ちょうど翌日からキャンプへ行く予定だったようで「おや
つに持っていく！」と、お子さんも喜んでくれていました。

残念ながら2年連続で「夏祭り」は中止となりました
が、来年こそは開催できますよう、次期社会奉仕委員
会へとしっかり引き継いでいきたいと思います。

なお、にしなり☆こども食堂さんは、今秋から新施設
に移転されます。

9月18日（日）10～12時にお披露目会が開催されます。

このお披露目会においても、大阪中之島ロータリーク
ラブとしてはマジシャンのMr.オクチさんにマジック
ショーを依頼しており、こども達に喜んでもらえる時
間を提供いたします。

皆様のご都合がよろしければ、是非一緒に訪問でき
れば幸いです。

にしなり☆こども食堂訪問
社会奉仕委員長  北口 竜輔

大阪大手前RCより河野会長と
岡田幹事がお見えになりました。
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栗山：大阪大手前RC、河野会長、岡田幹事ようこそい
らっしゃいました。

戸田：大阪大手前RC、河野会長、岡田幹事ようこそい
らっしゃいました。
生原先生、カメラの講習よろしくお願いします。

村上：嶽下さん、本日の卓話楽しみにしております。ニ
コニコ

井本：大阪大手前RC、河野会長、岡田幹事ようこそい
らっしゃいました。有難うございます。

辻（義）：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

北口：三村さんようこそ！！
生原様、卓話楽しみにしております。ニコニコ

檜皮：大阪大手前RC、河野会長、岡田幹事ようこそい
らっしゃいました。

高島：秋が待ち遠しい今日この頃です。

上瀬：今日のゲスト三村さんを、皆さんよろしくお願
いします。

新：8月お誕生日の皆様、おめでとうございます。ニコ
ニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

前田：本日も早退させていただきます。今週末から富
士登山です。

宗森：帰り雨がふりませんように！

清水：コロナが身近で増えてきました。皆様お気を付
けください。ニコニコ

植屋：嶽下会員、卓話よろしくお願いいたします。

山本：大阪大手前RC、河野会長、岡田幹事ようこそい
らっしゃいました。頑張ってください。

吉田：ニコニコ

大阪大手前RC 会長  河野 裕一 様：
1年間よろしくお願いします。

大阪大手前RC 幹事  岡田 耕平 様：
今年度の幹事の岡田です。宜しくお願いいたし
ます。

本日合計 : ￥51,000
累　計 : ￥210,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 2名
名誉会員数 4名 外国ビジター 0名
出席者 29名 国内ゲスト 2名
欠席者 7名 外国ゲスト 1名

出席率 80.55 %
7月14日の修正出席率 88.88 %

●本日のゲスト
ゲストスピーカー 生原 良幸 様
米山奨学生 劉　 珮君 様

●メイクアップ
植屋 　亨   7 月23日 米山委員長・

カウンセラー研修会●本日のビジター
大阪大手前RC（会長） 河野 裕一 様
大阪大手前RC（幹事） 岡田 耕平 様

▲お誕生日のお祝い：左より梅原 一樹会員・安達 昌弘親睦活動副委員長・
　栗山 博道会長・杉村 雅之会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より北村 薫職業奉仕委員長・
　村木 博行会員・嶽下 勇治会員・安達 昌弘会員・栗山 博道会長

▲結婚記念日のお祝い：左より安達 昌弘親睦活動副委員長・
　村木 博行会員・新 レイシ会員・栗山 博道会長


