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9月は基本的教育と識字率向上月間です。

平安時代に紫式部が「源氏物語」を世に送り出したことからわかりま
すように、その当時の日本の貴族や僧侶は識字率が高かったと考え
られます。

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 10/6 のお知らせ

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間
月間テーマ（9月）

2022年9月29日
第1359回（本年度 第11回）例会

（ 9月15日）

♬SONG : 「日も風も星も」
●30周年リハーサル

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　米山奨学委員会卓話
　担当：村木 博行 カウンセラー
　講師：地区米山奨学委員会

副委員長　魚谷 健司 様



2022-23年度第1358回（第10回例会）
幹事報告 (9/15)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。
本日は大阪天満橋RCより、郡様、寺杣様ようこそお越
しくださいました。
また、55周年おめでとうございます。ごゆっくりおくつ
ろぎください。

江戸時代1700年代には寺小屋が普及したことによ
り、庶民の識字率向上しております。江戸時代末期の
日本の識字率は世界最高といわれております。武士
階級ではほぼ識字率100%、庶民の男子50%といわ
れております。その当時の大英帝国では庶民の男子
の識字率は10%といわれております。この識字率の
高さが、明治維新につながり西欧列強から植民地に
されなかったのではと考えられております。

1947年学校教育法で6，3，3制が制定され、小学校6
年間と中学校3年間が義務教育とされましたので就
学率、識字率ほぼ100%です。

一方世界に目を向けますと世界には識字力がない
成人が約7億7,300万人おり、約2億5,800万人の子
供たちが学校に通うことができません。その原因は、
貧困、所得格差、児童結婚、自然災害、戦争、などで、
学校に通う年齢で教育を受けられないことです。これ
らの問題に対して、我々ロータリーは何ができるで
しょうか。親や保護者への職業訓練を行うことで子供
を労働から解放することができます。「平和と紛争予
防・紛争解決」により安全に教育を受ける環境を作る。
その他、「教育施設の設置」「スクールバスの提供」
「教員の教育指導」「教材書類の提供」等のプロジェ 
クトが、現に実施されています。上記プロジェクトを実
現するために、「地区補助金」 や「グローバル補助金」
を利用することができます。皆様の活動が世界の子
供達の未来を切り開きます。

幹事報告いたします。

（行事予定）

■9月15日（木）、臨時総会（事業・決算報告）

　第4回10月度理事会 13：40～

■9月22日（木）、休会　定款第8条第1節

■9月29日（木）、創立30周年記念式典リハーサル
13：00～

■10月6日（木）、地区米山奨学委員会（植屋会員）

　第2回クラブ協議会

■10月13日（木）、社会奉仕委員会フォーラム

■10月20日（木）、卓話：北村（讓）会員

　第5回11月度理事会 13：40～

（地区関係）

■9月17日（土）、クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委
員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～

■9月23日（金）～25日（日）、秋のRYLAセミナー（茨
木RC）
　場所：パナソニックリゾート大阪
　ロータリアン14：00～集合

■10月8日（土）、地区公共イメージ向上セミナー
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：13：30～

大阪天満橋ＲＣより郡 悦清様と
寺杣 悦清様がお見えになりました。



臨時総会

事業・決算報告

前年度事業報告 北村 讓

前年度事業報告を致します。

年次報告書に記載されておりますので要点のみ報告
させて頂きます。

今年度もコロナ禍の中、皆さまにはロータリー活動を
含め日常の行動にもご不便やご心配をお掛けしまし
た。しかし、例会運営並びに多くの奉仕活動にご理解
とご協力を頂き成功裏に終わりました事、心より感謝
申し上げます。

さて、皆様ご存じのように辻一夫前会長がご病気療
養の為、年度中に例会に出席するのは難しいとのこと
で、12月開催の理事会で承認をされ2011～’12年度
から10年ぶりに後半期の会長をお受けすることにな
りました。辻一夫前会長は闘病の甲斐なく4月3日に
お亡くなりになられてしまい残念な結果となりました。

私は、辻さんが立てられた活動方針の「四つのテス
ト」を拠り所として判断し活動を考えました。

そんな状況でしたが、各委員長はご自分の責務を
しっかり努められました。

・クラブ奉仕委員長は、各小委員会を纏めて頂きま
した。

・会員増強・維持小委員会は2名の会員の純増を
頑張って頂きました。

・例会運営小委員会は初期の目的を達成して頂き
ました。

・親睦活動小委員会はコロナ禍の中クリスマス家
族会、新入会員歓迎親睦会を開催し親睦を図っ
て頂きました。

・会員研修小委員会は2回の会員研修でロータ
リーの基礎知識向上を図って頂きました。

・職業奉仕委員会は、大阪東南RCと共同で大阪中
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。

・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により、何かと
苦労しましたが、社会・青少年奉仕委員会・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の贈呈を実行することが
できました。

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」
へは会員が行動を共にできないのでクラウドファ
ンディングを通しての次年度に繋ぐ奉仕活動を行
い、「成美学寮」へは例年のように会員が現地へ
は行けませんので、タオルと奉仕に必要な物品購
入費用を手渡し次年度以降に繋ぐ奉仕活動も行
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。

・SAAにおいては、北村讓から村木副SAAに交代が
ありましたが、格調高く規律ある例会運営をして
頂きました。

・会計は丸山会計が年度末退会となりましたが、嶽
下幹事がフォローして頂き問題なく会計を締めて
頂きました。

栗山会長エレクトにはPETSを受ける前の慣れない
不安な中、前半期クラブ運営の重責を担って頂きま
した。西田元会長には例会毎の開始・終了の点鐘を
務めて頂きました。

その皆様の活動した結果として、ロータリー賞、意義



ある奉仕賞、奉仕事業賞の三賞を受賞できました。

コロナ禍の例会でしたが、年を通して32回対面で開
催出来8回休会でした。

懸案の細則変更については、社会・青少年奉仕委員
会から青少年奉仕小委員会が独立することに伴う変
更、そして、その他の改正もできました。

そして、事務局江川さん、ピアノ奏者吉田さんには例
年と変わらず頑張って頂きました。

最後に辻一夫前会長のご冥福をお祈りいたします。

皆さま、ありがとうございました。心より「感謝」申し上
げます。

前年度事業報告を終わります。

前年度決算報告 嶽下 勇治

1．本年度の会計は、従来どおりのクラブ運営資金、奉
仕活動資金、特別会計としての区分決算とした。

2．また、同好会のうち、野球部についても収支計算書
を作成した。

3．新入会員入会金については、奉仕活動資金で受
け入れたあと、特別勘定の大阪中之島基金への繰
入とした。次年度以降は特別勘定ではなくクラブ
運営資金での運用となる。

4．次年度繰越金については、前期決算では繰越金
の計上はしていなかったため、ニコニコ預金の期
末残高を奉仕活動資金の次年度繰越金とし、他の
残額をクラブ運営資金の次年度繰越金として計上
した。

また、特別会計の次年度繰越金については、それ
ぞれの預金残高を持って次年度繰越金とした。

・クラブ運営資金 552,598

・奉仕活動資金 2,102,355

・特別会計
30周年積立金 2,586,293
震災関連積立金 2,619,018
大阪中之島基金 3,827,165
特別会計合計 9,032,476

・会員預り金 2

・次年度繰越金総合計 11,687,429

5．クラブ運営資金

・収入の部は、新入会員が予定通り入会して頂き
概ね収入が確保できた。

・支出の部は、コロナにより年間8回の例会休会が
あり、一般経費が減少したものの年間約200万円
の赤字となった。

・赤字原因は、引っ越し関連費用が100万円、会員
入会収入、ZOOM関連費用などで100万円となっ
ている。

・会員例会費(食事代)については、予算580万円
は40回で@145,000円、決算では32回で536万
円@167,500となった。

・各科目については、会計報告の説明資料備考欄
参照

・なお、約200万円の赤字は、前年度繰越金で賄
えた。

6．奉仕活動資金

・収入の部のニコニコ収入は、コロナによる例会減
少もあったが大幅な減収となった。
予算247万円 決算145万円　100万円の減少

・新入会員入会金 400,000は、特別勘定へ繰入し
た、(清水、新、堀口、松永)

・ウクライナ支援募金は、会員8名からの募金で
115,000であった。

クラブから支出と合わせ165,000を支出した。

・こども食堂でのクラウドファンディングは、
175,000の収入とクラブからの負担金500,000
と合わせ675,00の寄付となった。

7．特別会計

・30周年積立金は、一人1万円×33名で33万円の
積立となった。

・震災関連積立金は、熱海土石流災害支援金の拠
出、佐賀長崎豪雨災害支援金での拠出、ウクライ
ナ支援金はクラブから5万円と募金収入115,000
円合わせて、165,000円の拠出とした。

・大阪中之島基金については、本年度は新入会員
入会金を繰り入れた。

・別紙会計報告の説明資料参照



日　時：2022年9月15日（木）　13：30～14：35
場　所：ホテルニューオータニ　B1F　コスモスの間
出席者：栗山・北村（讓）・戸田・村上・辻・村橋・北村（薫）・北口・高島・上瀬・西田・檜皮・井本・藤本
オブザーバー：福田　以上15名（敬称略）
配布資料：
 1．大阪中之島ロータリークラブ30周年名簿 2．大阪中之島ロータリークラブ30周年総予算表（案）
 3．2021-22年度RID2660　地区財団活動資金申請書 4．プロジェクトの予算
 5．2022-23年度年間行事計画 6．青森県大雨災害支援金について

2022-2023 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長）
コロナの第7波がピークアウトしてきましたが、まだま
だ感染者が多いので健康には留意して30周年に向
けてがんばって参りましょう。

【報告・審議事項】

1. 30周年記念式典・講演、祝賀会の件

日程：2022年10月27日（木） 16：00～20：30

　　 会場（約1000㎡）

会費：会員¥20,000／家族¥10,000

記念式典・講演担当委員長：山本肇

記念事業①：担当会員 早瀬道圓

大阪水上隣保館　奨学金30万円贈呈

記念事業②：担当会員 前田隆司

大阪市立桜宮小学校　バスケット

ボール20個贈呈　予算26万円

記念講演：RI元理事 三木明様

「世界でよいことをしよう」

祝賀会担当委員長：早瀬道圓

・大阪中之島RC奉仕活動30年間の歩み：

担当会員 山本肇

・手土産・記念品：紅白万頭、ビアグラス

・ドレスコード：協議して後日報告

予算案：30周年積立金約300万円を原資に約769円

⇒［ 承認 ］

・予算が余れば寄付金の返金または奥様の会費を返

金する事を検討

・姉妹クラブの台北福齢ロータリークラブは現在、参加

しない予定だが、参加の希望があれば受け入れる。

2. グローバル補助金承認の件

・2022年7月28日（木）承認済み

・事業資金3,150ドルは奉仕活動資金として支出する。

・今回、事業が承認されてから資金の振り込みが遅れ

ており年度を跨ぐ事業が多いので引継や窓口の整

理が必要。

3. 指名委員会報告

地区出向者：

地区諮問委員会　高島凱夫

ロータリー財団委員会　村橋義晃、北口竜輔

米山奨学委員会　上瀬匠

インターアクト委員会　村木博行

※細則で決まっているものを除く

次々々年度会長：檜皮悦子（会長ノミニー）

次々年度幹事：小林俊統（次年度副幹事）

次年度会計：北村薫

次年度SAA：村木博行

次年度理事：上瀬匠、西田末彦、高島凱夫、嶽下勇治、

植屋享

4. 年間行事計画の件
・10月6日（木）第2回クラブ協議会　

・10月20日（木）卓話 北村（讓）会員、代理：北口地区

財団委員

・11月24日（木）第6回12月度理事会

・12月3日（木）年末親睦家族会

・12月15日（木）卓話 北口会員→宗森会員自己紹介

変更

・12月22日（木）卓話 小林会員→北口会員　変更

・地区大会　12月16日（火）・17日（水）

5. 2022年8月青森県大雨災害支援金について
・支援金として5万円支出　⇒［ 承認 ］

6. その他
・直前会長、幹事慰労会

日時：2022年10月6日（木）例会

費用：会員1名8,000円

　　  通常例会費との差額はクラブ負担

花束、記念品を贈呈　シャンパンで乾杯

　⇒［ 承認 ］

・ガバナー公式訪問時の席について、ロスターの理事

表の順で正面テーブル真ん中に、ガバナー、会長、両

隣に地区代表幹事、幹事が座る。高島会員はパスト

ガバナーであることに鑑みてガバナーから見て右前

の席、左前から順左右に直前会長、会長エレクトと理



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

林べニア産業㈱舞鶴工場見学

R財団担当（国際奉仕）：
福田会員 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）

3日（土）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

-

-

1366

1367

1368

-

-

-

18

19

20

-

休会

年末親睦家族会

委員会報告

休会

卓話担当：北口会員

卓話担当：小林会員

第7回1月度理事会

RI2660地区大会
　日程：12/16（金）～17（土）
　会場：大阪国際会議場
　　　   リーガロヤルホテル

【’22年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）

【’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

事表の順にすることを確認した。又、クラブ協議会等、

クラブ内の会議においてはロスターの理事表の順の

席にすることを確認した。

　⇒［ 承認 ］

・大阪府の非常事態宣言が解除されたので次回の例

会からは座席をスクール形式から従来の円卓に戻す。

閉会挨拶（戸田会長エレクト）
皆様、本日はお疲れ様でした。
クラブの運営は多くの課題がございますが、皆様と楽
しく解決していければと存じます。

にしなり☆こども食堂がクラウドファンディングで募
金を募り、今月、新施設「にしなり☆つながりの家」を
開設されました。9月18日（日）におこなわれた新施
設お披露目会に、大阪中之島ロータリークラブから
10名が参加しました。

社会奉仕委員会としてマジシャンのMr.オクチさんに

にしなり☆こども食堂 社会奉仕委員会 委員長  北口 竜輔

出演を依頼。こども達は食い入るようにマジック
ショーを楽しんでくれ、大阪中之島ロータリークラブ
として、新施設お披露目会に華を添えることができま
した。

10月13日（木）社会奉仕委員会フォーラムに、代表の
川辺さんをお招きしご講話いただく予定です。



私はロータリーのストップポリオ事業について発展
途上国での活動ばかりが話題になるのが不思議でし
た。日本でも昭和40年頃までポリオにかかる人は多
く、それらの方は未だに後遺症に悩んでおられるから
です。一度ポリオにかかるとどれだけ難儀かを知って
いただいた方が日本では募金活動がはかどるように
僕は思います。そこで、下記の文章とともに写真を応
募しました。もし当選した折には奉仕事業の一つにし
たいと考えておりますので、会員各位におきまして
は、ご協力いただけるようにお願い申し上げます。

日本でもポリオの悲劇は続く。根絶しよう世界のポリオ！

私は整形外科医師であり、ポストポリオ症候群の患
者さんを沢山治療しています。写真の女性は68歳。6
歳の時にポリオにかかり、右腕に後遺症が残り、右腕
が未だに挙がらず、日常生活に不自由があります。
「6ヶ月も入院していたの。毎日痛い注射を打たれて
いたのを覚えている。その間、小学校に行っていな
かったので、未だにたし算が苦手なの。算数苦手が
私の後遺症かな」と彼女は冗談混じり話してくれま
す。確かに日本では新規のポリオ発症者はいなくなり

世界ポリオデーフォトコンテストに応募したので
当選したらご協力よろしくお願いします 戸田 佳孝

ましたが、60年以上ポストポリオで長く苦しんでいる
人は沢山います。このような長い苦しみは一刻も早く
世界から根絶しなければいけません。

日時：2022年9月23日（金）～25日（日）

研修場所：パナソニックリゾート大阪

ホストクラブ：茨木ロータリークラブ

秋のRYLAが、9月23日（金）～25日（日）開催され今
回は「最善力を磨く！！その時、君ならどうする～」の
テーマでした。

RYLAはR:Rotary Y:Youth L：Leadership A:Awards 
～若い人たちが指導者としての資質を啓発すると共
に青少年としての知識と技術の向上を目的としたプ
ログラムです。第2660地区は18～30歳までを対象
として秋のRYLAと春のRYLAを開催しております。今
回は井本幹事のご子息が参加して頂きお写真と共に
掲載しました。

秋のRYLAのテーマは、人類が予期しない出来事：新
型コロナによるパンデミックの様な打撃を受けた時、
彼らがいかに能動的に自分の立場を考え、行動し、
何を自ら掴み取るか！！！

２０２２～２３年度 秋のRYLA 青少年奉仕委員会 委員長  檜皮 悦子

それが、今回の研修課題目的ではないでしょうか。

私は、思わず将来を担う受講生全員にエールを送り
ました。
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栗山：大阪天満橋RC郡様、寺杣様、ようこそいらっしゃ

いました。

有難うございました。

北村（讓）：郡様、寺杣様ようこそお越しくださいまし

た。有難うございます。

戸田：ポリオデーのポスターにうちの患者さんの苦労

されている姿を応募してみようと思います。

村上：前年度事業報告、決算報告北村直前会長頑

張ってください。

井本：大阪天満橋RC郡様、寺杣様、本日はようこそお

越しくださいました。

高島：早く涼しくなって！！ニコニコ

前田：彼岸花が咲き出しました。29日欠席のお詫び

満村：ニコニコ

宗森：先程の親睦委員会、初めてでしたので勉強にな

りました。

杉村：皆様、お見舞いをいただき有難うございました。

ご心配をおかけしました。

下岡：ニコニコ

植屋：ニコニコ

吉田：早退のお詫び。ニコニコ

本日合計 : ￥28,000

累　計 : ￥410,500

●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 33名 国内ゲスト 0名
欠席者 3名 外国ゲスト 0名

出席率 91.66 %
8月25日の修正出席率 86.11 %

●本日のビジター
大阪天満橋RC 郡　 悦清 様
大阪天満橋RC 寺杣 晃一 様

Congratulations!

杉村会員と梅原会員が、「Ｒ財団ポールハリスフェロー＋2
（3,0００ドル達成）」の表彰を受けました。

9月15日のメニュー

・冷菜2種
・フカヒレスープ
・イカと野菜の炒め
・黒酢酢豚（肉不可：魚の甘酢餡かけ）
・五目炒飯（肉不可：野菜炒飯）
・フルーツ入り杏仁豆腐
・珈琲

9月22日、大阪天満橋ロータリーの例会に
栗山会長と井本幹事が表敬訪問されました。


