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2014年7月10日

本日のプログラム

第1020回（本年度 第2回）例会

次回 7/17 のお知らせ

♬SONG : 「浜辺の歌」
●卓話　クラブ奉仕クラブフォーラム
　村橋 クラブ奉仕委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　四大奉仕委員長方針
　村橋委員長・福田委員長・
　辻一夫委員長・吉田委員長
■8月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。会長を仰せつかりました下岡でございます。

この一年間宜しくお願い致します。

私と幹事の辻さんは、中学・高校と同じ学校の出身で先輩後輩の関
係です。

これから一年間勤めさせて頂くのですが、例会に関しての取り決め事
をお話しさせて頂きます。

まず、山本会長年度と同じく、月一度の指定席に座って頂きます。

また、ラジオ体操も継続して行って参ります。

「今日は何の日」も取り入れていきたいと思います。
山本会員、針谷会員は、二度の会長をご経験され、大変プロフェッ
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ショナルでいらっしゃいますが、私は幹事の経験もご
ざいませんので、いろいろな粗相があるかと存じま
す。皆さまの温かい友情の元、ご協力頂けましたら幸
いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2014-15年度第1019回（第1回例会）
幹事報告 (7/3)

幹事  辻　 義光

■6月30日豊中－大阪国際空港ロータリークラブは国
際ロータリーを脱会し、解散しました。これにより
2660地区のクラブ数は83から82に。

　7月1日付けで青少年交換プログラム2015～2016
年度派遣学生募集の案内がきています。詳細はガバ
ナー事務局へお願いします。

■7月6日（日）は米山学友会総会及び新規奨学生歓迎
会がKKRホテル大阪で17時から開催されました。関
係者の方ご苦労様でした。

■7月10日（木）は、四大奉仕委員会の本年度の方針発
表です。村橋、福田辻一夫、吉田委員長よろしくお願
いします。例会終了後に第2回8月度理事会が開催さ
れます。理事、役員の皆様はご出席いただきますよう
お願いします。

　例会に先立ち11時30分から台北福齢RC締結10周
年事業の実行委員会が行われます。実行委員の皆様
ご出席お願いします。

　また18時からIM6組睦和会が開催されます。会長、幹
事出席いたします。

■7月17日（木）は13時から14時、クラブ奉仕委員会のク
ラブフォーラムです。村橋委員長よろしくお願いします。

■7月19日（土）は合同地区委員会です。

■7月20日（日）は、本年度第1回ロータリーファミリー
合同地区献血を4地区（難波バス停横、大阪駅、京橋
駅、樟葉駅）で10時から16時まで行います。登録締め
切りは13日（日）、献血のご協力お願いします。

■7月24日（木）は下岡会員の卓話です。下岡会員よろ
しくお願いします。

■7月31日（木）は例会休会日です。夜は前年度会長、幹
事慰労会を行います。

■8月1日（金）～8月3日（日）にニコニコキャンプが実施
されます。

■8月7日（木）各委員会の活動方針の発表が行われま
す。各委員会、SAA、会計よろしくお願いいたします。ま
た例会終了後に第1回クラブ協議会が開催されます。

■8月9日（土）家族親睦会の淀川花火大会鑑賞があり
ます。多数のご参加お願いします。

■8月14日（木）は休会です。

本日のメニュー
・南瓜の冷製スープ
・マトウ鯛と帆立貝のベーコン巻き ニューバーグソース
・スパイシーチキンのサラダ、コーヒー、パン

▲お誕生日のお祝い：左より犬飼 直之会員・檜皮 悦子会員・
早瀬 道圓会員・下岡 陽一郎会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より北村 讓会員・下岡 陽一郎会長
・針谷 紘一会員・山本 肇会員
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2014年度15年度、活動方針を発表させて頂きます。

今年度RIのテーマは、「ロータリーに輝きを　LIGHT 
UP ROTARY」のテーマのもとに、国際ロータリークラ
ブ会長ゲイリー・ホァン氏が孔子の言葉のなかの「暗
闇で黙って我慢するより、一本でもローソクを灯した
方がよい」という言葉から考えられたテーマです。

「世界には問題が山積みとなっており、大勢の人が助
けを必要としています。

しかし、“自分にできることはない”といって何もせず
に、ただ座っている人が大勢います。これでは何もか
も暗闇のままです。そのなかでローソクを灯すのが
ロータリーです。私が一本、あなたが一本、こうして
120万の世界のロータリアンがローソクを灯すことに
よって、世界を光で輝かせることが出来るのです」と
テーマに掲げておられます。

具体的行動指針として3つの優先項目が以下の通り
提起されました。

（1）クラブのサポートと強化

（2）人道的奉仕の重点化と増加

（3）公共イメージと認知度の向上

特に（2）の人道的奉仕の重点化と増加については重
点項目6分野を推奨されています。

①平和と紛争予防 ／ 紛争解決

②疫病予防と治療

③水と衛生

④母子の健康

⑤基本的教育と識字率の向上

⑥経済と地域社会の発展

地区テーマは「ひとりひとりの輝きで、あなたの地域
を輝かそうLIGHT UP OSAKA」とし、具体的方針とし
て（a）会員の増強（b）IMの活用（c）エンドポリオへの
協力（d）寄付目標の達成（e）東日本大震災復興支援
の継続（f）南海トラフ地震への対策（g）クラブ危機管
理の検討（h）規定審議会への提案（i）ロータリーデー
の実施（j）地域への奉仕、地域の活性化の10項目が
決定されました。

今年度はこれらのテーマを加味し、私たち大阪中之
島ロータリークラブは「気づきと明るい笑顔の挨拶」
をテーマとさせて頂きます。

会員一人ひとりがお互いに関心を持ち合い、気づき
合うことから親睦の輪を広めます。誰かが困っている
ことに気づけば手を差し伸べ合いましょう。

顔を合わせれば明るい笑顔でヤーと声を掛け、お互
いの心の灯火を燃え上がらせて頂き、大きな光の輪
を広げることが、今年のRIのテーマであり、当クラブ
のテーマである「輝き」になることを願っております。

今年度の事業と致しまして、東北支援、ベトナム医療
支援（1月頃）、三世代合同例会（11月27日）、夏の家
族会（8月9日淀川花火大会）、太閤園にて台北福齢
RCとの交流10周年の記念式典（10月30日）、クリス
マス家族会（12月20日）などの行事を行います。

野球部は甲子園大会出場（9月）、カメラ同好会は1～
2撮影会、国際会議（サンパウロ）への出席、成美学寮
でのもちつき大会は大手前RC、天満橋RCの方々を
一同に集めて行う予定にしております。

クラブ活性化に努めて参ります。皆様方の温かいご
支援を心よりお願い申し上げます。

2013-14年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長　下岡 陽一郎



２０１４-１５年度 方針発表

幹事　辻　義光

本年度下岡会長が目指すべく活動を全うできるよう
に、微力ながら全面的な協力を行います。

本年度会長の方針は「気づきと明るい笑顔の挨拶」
となっています。

会員のコミュニケーションを一番大切に、ロータリー
精神のもと会員が公私に拘わらずざっくばらんに相談
し合う雰囲気を醸成していければと思っております。

本年度も47回の例会がございます。会員の皆様をい
つも明るい笑顔で迎えたいと思います。

この一年間皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
いいたします。

ロータリー財団資金推進小委員会 副委員長、クラブ財団委員長 檜皮 悦子ロータリー財団地域セミナー

2014年7月2日（水）にグランドプリンスホテル高輪にて
ロータリー財団地域セミナー（ZONE 1-2-3）が開催され
参加させていただきました。

ロータリー日本財団千玄室理事長はごあいさつで、ロー
タリー日本財団は「世界でよいことをしょう」という国際
ロータリーのロータリー財団と目標を同じく、奨学金の
支給や世界の平和と人々の生活をよりよくするために
活動するロータリー財団の公益事業を支援するものあ
る。また寄せられた寄付は世界中のRotarianの活動を
通じて世界各地の人々のために活用されている。と現状
と共にお話しされました。

2013年度リスボン国際大会で高島会員より元RI会長田中作次さまを紹介し
ていただきました。当日会場でお会いしましたら私を憶えていてくださり「オー
オーお元気ですか」とお言葉を頂きお写真をご一緒していただきました。セミ
ナーもお勉強になりましたが、それ以上に田中作次様にお会いし感激しまし
た。福家直前ガバナーはお隣のお席にご同席いただきました。（9：00～17：
00までの長時間でしたが全く睡魔に襲われることはありませんでした。）

2014～2015年度ロータリー財団の目標

①ポリオを撲滅する［2018年までに］今こそ目標を達成
しょう。

②継続的な寄付を通じて、ロータリー独自かつ唯一の
慈善事業を支援する

③持続可能な教育的・人道的プロジェクトに参加すること
で、新しい補助金プログラムの発展を確かなものとする

④ロータリー平和センター・プログラムの推進と広報を
通じて世界理解、親睦、平和を育む

⑤ロータリー財団の未来の健全性は自分たちにかかっ
ていることを強調する



近況報告 米山留学生 郭 名純（カク メイジュン）

7月6日米山総会及び奨学生歓迎会

　6月28日、関西大学大学院への入学を希望する学生
を対象に、関西大学にて合同進学説明会を行いました。
そこで私は現役の関西大学大学院の留学生として留学
生相談コーナーの担当をさせて頂きました。

　関西大学の数多くの留学生の中に、自分がこのような
責任のある仕事を任されて、極めて光栄に思いながら、
関西大学に対して興味を持って説明会に来て頂いた

委員長 北村　讓親睦小委員会報告

　今日の委員会報告です。

親睦小委員会の今年度の行事予定を報告致します。添
付の様に4件の行事を予定しています。

各行事の詳細は、都度前もって案内させて頂きます。皆
さんの予定に組み入れて頂き、多くの会員の皆様、ご家
族の参加を宜しくお願い致します。

まもなく第一回目の家族親睦会があります。8月9日18
時からホテルプラザオーサカ屋上から観賞する淀川花
火大会です。19階で懇親食事会の後、19時半から屋上
の専有席から観賞でき、座って見れますのでゆっくりで
きます。小学生までのお子様は、特別室からの観賞とな
ります。

食事・飲み物・座席・税サ込で、中学生以上は14,000
円、小学生以下は8,000円です。

まだお申込みでないご家族のより多くの参加、欠席と
なっている会員の予定を繰り合わせての新たな参加を
お願い致します。

現在、昨年より参加者が減っております。親睦小委員会
メンバー一同、多くの皆様のご参加をお待ち致しており
ます。宜しくお願い致します。

行事予定

①平成26年8月9日（土）

淀川花火大会　家族親睦会

②平成26年10月30日（木）

台北福齢RCとの姉妹締結10周年記念式典・
祝賀会

③平成26年12月20日（土）

家族親睦クリスマス会

④平成27年4月11日（土）～12日（日）

家族親睦花見会　京都

方々にご満足を頂けるか、と楽しみに思いつつ若干不
安でもありました。

説明会の当日は最初にまだ参加者が少なくて一人ひと
りとゆっくり接する事ができましたが、説明会が開始し
てから直ぐに人が多くなってきて、どのブースにも行列
ができており、大盛況になりました。

　限られた時間の中で、一人ひとりに丁寧に質問に答
えたいと思っておりますし、出来るだけ多くの人と話し
たいという気持ちもあり、一人に対する時間配分が難し
いと感じましたが、幸いなことに来場者は皆順番が来る
まで諦めずに並んでくれました、そのおかげで全員と話
すことが出来ました。

　最初は不安そうな顔で並んだり、質問したりしていた
人たちなのですが、終わりに「ありがとうございました」、
「頑張ります」という言葉を戴いて、すごく達成感を感じ
ました。2年前に私も彼らのように、相談コーナーの方に
疑問を解決して頂いて、勇気まで貰った事があったと考
えたら、自分はこの2年間に確実に成長している、と少し
実感した次第です。
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下岡：会長職をおおせつかりました。皆様宜しくお願
いします。

山本：下岡、辻丸の船出おめでとうございます。理事
役員の皆様頑張ってください。
会長終わりやれやれ

辻(義）：幹事1年間よろしくお願いします。

嶽下：今日は初例会です。ニコニコ
下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

村橋：新年度のスタートです。
下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

福田：しもちゃん、1年間よろしく！

辻（一）：新体制ですね。よろしくお願いします。

吉田：ニコニコ

早瀬：新年度のスタートです。SAAは久しぶりです。よ
ろしくお願いします。ニコニコ

黒田：下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

山本前会長、木前幹事お世話になりました。

針谷：下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。山
本前会長、木前幹事昨年は有難うございました。

犬飼：新年度、下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願い
します。ニコニコ

高島：下岡会長、辻幹事、執行部の皆様、未来に続く大
阪中之島RC20引き続き築いていってください。
本日の会長、幹事の方針、期待しています。

小林：下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

北村：新年度のスタートです。親睦小委員会、会員研
修小委員会活動に参加、よろしくお願いします

井戸本：下岡さん、頑張れ！

永井：今日は初例会です。下岡会長、辻幹事1年間よろ
しくお願いします。頑張ってください。

檜皮：下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

木村：ニコニコ

西田：下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

岡本：下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

杉村：下岡会長、辻幹事1年間頑張ってください！

梅原：下岡会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

名誉会員 前田：
下岡会長、辻幹事1年間頑張ってください。

本日合計 : ￥85,000
累　計 : ￥85,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 2名
出席者 23名 外国ゲスト 1名
欠席者 4名

出席率 85.18%
6月12日の修正出席率 82.14%

●メイクアップ
北村 　譲  6  月18日 大阪そねざきRC

●本日のゲスト
嶽下会員ご紹介 木村 佳弘 様
井戸本会員ご紹介 原田 雄二 様
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
大阪RC 渡辺 岳夫 様

西田会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!


