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2014年7月17日

本日のプログラム

第1021回（本年度 第3回）例会

次回 7/24 のお知らせ

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　
　下岡 陽一郎 会員

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

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。ようこそおいで下さいました、大阪大手前RCより
会長の金高様、幹事の大本様、どうぞごゆるりとお過ごし下さいませ。

前年度山本会長の「今日は何の日？」を引き継ぎまして、一言だけ言
わせて頂きます。今日は伊能忠敬様の「大日本沿海実測図」が完成し
た日であり、1821年のことであります。

私は日々海外で過ごす機会が多くございますので、本日は世界の
ロータリークラブのお話を述べさせて頂きます。

一つの国で1000以上のロータリークラブがある国は何か国あると思
われますか？

オーストラリアには1119のRCに34800人のロータリアンがおられま
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す。ブラジルは2416RCに56392人、イングランドは
1420RCに40788人のロータリアンがおられます。フ
ランスは1068RCに32770人、ドイツは1035RCに
53018人、インドは3297RCに125702人、日本は
2288RCに88142人、韓国は1603RCに14646人で
す。アメリカは7763RCに334230人と、断突に多いメ
ンバー数の国です。台湾は669RCに29700人となっ
ております。世界でトータルしますと34806RC であ
り、メンバー数は121万3104人となっております。

また24日に卓話がございますので、世界の国旗のお
話しも踏まえまして、色々お話しさせて頂きたいと思
います。

そしてクラブの親睦を兼ねた会に際しまして、奥様方
にも参加をして頂きたく、今週はじめに奥様宛のダイ
レクトメールを送らせて頂きました。

少しでも奥様方が参加しやすいような会にしていき
たいと思いますので、皆様のご協力を切に願いまし
て会長の挨拶とさせて頂きます。

2014-15年度第1020回（第2回例会）
幹事報告 (7/10)

幹事  辻　 義光

■本日は、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。また今年度初めてのIM6組睦輪会が開催され
ます。会長、幹事出席おねがいします。
　朝日新聞、読売新聞の朝刊で第2650地区（京都、奈
良、滋賀、福井）のガバナーとして奈良の東大寺長老、
北河原公敬氏が就任されたとの記者会見が掲載。

■7月11日（金）大阪大手前RCへ今年度会長、幹事とし
てご挨拶のため訪問いたします。

■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

先附け 蛸の酢の物　分葱　若布　刻み茗荷
 酢味噌掛け
御造り 鯵炙り造り　鰹叩き　玉葱スライス
蓋　物 焼き穴子とろろ饅頭　百合根　椎茸　三つ葉
 鼈甲飴　糸花鰹
焼き物 さごし木の芽焼き　枝豆　レモン
食　事 御飯　香物
止　椀 赤出汁

大阪大手前RCより金高会長と大本幹事が
お見えになりました。
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2014-15年度

四大奉仕委員長方針

ロータリークラブには、RI定款に定められている「ロータ
リーの目的」に沿ったクラブ運営が求められています。

勿論、クラブ運営の主体は、クラブ自身にありますが、ク
ラブの存在感や魅力あるクラブである為には、クラブの
活性化が重要、且つ、不可欠であります。

大阪中之島RCのクラブ奉仕委員会には、以下の四小委
員会がありますが、各小委員会には、クラブの活性化を
推進する為、以下の様に其々の担当と役割があります。

・会員増強・維持小委員会：委員長：木村会員（会員増
強、会員選考、職業分類）

・例会運営小委員会：委員長：嶽下会員（出席、プログラ
ム、ソング、会報）

・親睦活動小委員会：委員長：北村会員（会員親睦、例
会受付、ビジター対応）

・会員研修小委員会：委員長：北村会員（会員研修、規
定情報、広報）

四大奉仕の第一部門である「クラブ奉仕」について、
ロータリークラブ定款には、「クラブの機能を充実させる
ために、クラブ内で会員がとるべき行動に関わるもので
ある」と記述されています。

これを企業組織に例えてみますと、職業奉仕・社会奉
仕・国際奉仕は、対外的な活動を行う営業部門であり、
クラブ奉仕はその営業部門を支える社内の管理部門に
相当すると言えるのではないでしょうか。

企業では営業部門と管理部門がお互いに支え合いな
がら、企業としての最大の成果が得られるように、運営
を図って行きますが、ロータリークラブにおいても「クラ
ブ奉仕」部門には同じ様な役割が期待されています。 

クラブが持つべき機能を更に強化していく為には、会員
増強・維持、例会運営、親睦活動、会員研修の小委員会
活動を充実させることが大切であると考えます。

4つの小委員会活動を通じて、魅力ある大阪中之島ロー
タリークラブを目指してまいります。

社会奉仕の意義は、その内容や規模に負うところは、申
し上げるまでもないことですが、如何に、適切に継続し
ているか、これも大切なことではないかと考え、平凡な
ようですが、中身を吟味しながら東北支援の三年目を
実現し、また、長きにわたる成美学寮でのお餅つき大会
を、今年も楽しく実現したいと思います。どうぞみなさん
のお力添えを頂きますようお願いしまして、活動方針の
お話といたします。

今年度の職業奉仕委員会としましては、職業奉仕とは
何かを10月の職業奉仕月間で皆んなで議論して、中之
島ロータリーが皆んなで共有できるような職業奉仕感
を見つけたいと思っています。

といいますのも、今年度地区の職業奉仕委員長会議にお
いて、①ロータリーは人づくりである、②出前授業、③職
業体験学習を青少年に、というような話題が中心でした。

以上のようなことを実行することが、職業奉仕につなが
ることになるとは思うものの、何か違和感を感じたのは
私一人ではなかったようです。

そこで、10月の増強月間では、職業奉仕に関する情報を
皆さんにフォーラムの前の委員長卓話で紹介して、これ
を中心にパネルディスカッション方式で職業奉仕の何
たるかを議論したいと思っています。

クラブ奉仕委員会 委員長　村橋 義晃 職業奉仕委員会 委員長　福田 忠博

社会奉仕委員会 委員長　辻　 一夫
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国際奉仕委員会 委員長　吉田 　了

【 活動方針 】

伝統ある中之島ロータリークラブの毎年の恒例行事を
忠実に踏襲していきます。
今日までの人との「つながり」「ご縁」を大事にしていき
たい。

1. ベトナムへの医療機器支援

2. 台北福齢RCとの親善、交流

【 活動計画・予算 】

1. ベトナム医療機器支援を行ないます。

地区、補助金の人道的補助金プログラムから 20万円

大阪中之島RCから 20万円

2015年1月10日から13日までベトナムを訪問します。

2. 台湾での奨学生支援を行ないます 予算20万円

大阪中之島RCとしては第2回目です。

3. 台湾福齢RCとの姉妹クラブ締結10周年事業が開催
されます。

10月30日(木)　大閣園

10月31日(金)　京都観光

4. ブラジル国際大会への参加

2015年6月6日（土）から9日（火）までサンパウロにて
開催されます。
上記ベトナム及びサンパウロへのたくさんの参加をよ
ろしくお願い致します。

2015年サンパウロ国際大会の
開催日程が変更に 国際奉仕委員会

国際ロータリーのゲイリー・ホァン会長とRI理事会は、
2015年にサンパウロ（ブラジル）で開催されるロータ
リー国際大会の日程を、6月6日（土）～9日（火）に変更
することを決定しました。

この日程変更の理由は、大会初日となる予定だった6月
7日（日）にサンパウロ市で大規模なパレードが行われ、
深刻な交通渋滞などの混乱が予想されるためです。開
幕を前日の土曜日に変更することで、交通渋滞を緩和し、
開会本会議場に向かうロータリー会員の移動がスムー
ズになると予想されます。

また、この変更により、土曜日の晩に予定されている
「ロータリーカーニバル」（ホスト組織主催行事）出席し
やすくなるというメリットがあります。この日程変更につ
いて、クラブのウェブサイトや年間行事予定表、会報や
ニュースレターなどに情報を載せ、クラブ会員への周知
にご協力いただきますようお願いいたします。

なお、この変更により、以下のイベントの日程が変更と
なります（最新情報は国際大会専用サイトでご確認くだ
さい）。

• 国際研究会：6月4日（木）～5日（金）

• 国際研究会昼食会：6月4日（木）

• ロータリー平和シンポジウムと
国際研究会の夕食会：6月4日（木）

• ローターアクト大会前会議：6月4日（木）～5日（金）

• 青少年交換役員大会前会議：
6月4日（木）～5日（金）

• 会長主催昼食会：6月6日（土）

• 指揮者ジョアン・カルロス・マルティンス　サンバの
コンサート（ホスト組織主催行事）：6月7日（日）

• 会長エレクト主催リーダーシップ昼食会：
6月8日（月）

• On to ソウル国際大会昼食会：6月9日（火）

以下のイベントの日程に変更はありません。

• ロータリー平和シンポジウム：
6月4日（木）～5日（金）

• 青少年交換役員晩餐会：6月5日（金）

• ロータリーカーニバル（ホスト組織主催行事）：
6月6日（土）

• イヴェッチ・サンガロ コンサート（ホスト組織主催行
事）：6月8日（月）

そのほかの期日、登録、ホテル予約などに関する詳細は、
国際大会専用サイトをご確認ください。ホスト組織委員
会主催行事に関する情報は、ホスト組織委員会のウェ
ブサイトをご参照ください。ご質問がありましたら、国際
大会登録業務担当部（ri.registration@rotary.org）まで
お問い合わせください。
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日　時：2014年7月10日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・辻（義）・嶽下・村橋・早瀬・吉田・福田・井戸本・辻（一）・檜皮 　以上10名（敬称略）

【’14年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）
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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1023

-

1024

1025

5

-

6

7

委員会活動方針

休会②

会員増強・維持委員会卓話

社会奉仕委員会
クラブフォーラム

第3回9月度理事会

各委員会・SAA・会計

会員増強・維持委員会：
木村委員長

社会奉仕委員会：
辻一夫委員長

【’14年9月 行事予定】　（新世代のための月間）
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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1026

1027

1028

1029

8

9

10

11

青少年活動委員会卓話

卓話

臨時総会（事業・決算報告）

卓話

青少年活動委員会：
松任委員長

卓話担当：永井会員

卓話担当：満村会員

第4回10月度理事会

8/9（土）
　淀川花火大会（親睦）
8/1（金）～8/3（日）
　ニコニコキャンプ

8/30（土）
　地区財団セミナー

【’14年10月 行事予定】　（職業奉仕・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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1030

1031

1032

1033

1034

12

13

14

15

16

卓話

米山奨学委員会卓話

ガバナー訪問日

職業奉仕委員会クラブフォーラム

台北福齢RC姉妹締結10周年

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会

卓話担当：小林会員

地区米山奨学委員長
近藤菜穂子委員長
　（大阪ネクストRC）

泉ガバナー卓話

職業奉仕委員会：
福田委員長

夜例会

10/2（木）
　ガバナー補佐訪問
10/11（土）～10/13（月）
　秋のライラ
10/16（木）
　ガバナー訪問日
10/30（木）
　台北福齢RC姉妹締結
　10周年事業

2014-2015 年度 第2回　8月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）

審議事項
1. ロータリー細則の見直しの件

理事役員が細則を検討　⇒［ 承認 ］

Make-upの件
　Make-upする場合は理事会で承認が必要
　⇒［ 承認 ］

2. 14～15年度年間行事予定の件

7月24日（木）の黒田会員の卓話を下岡会長に変更
　⇒［ 承認 ］

卓話変更の場合は例会運営小委員会に連絡
　⇒［ 承認 ］

3. 14～15年度一般会計予算について
井戸本会員より報告　⇒［ 承認 ］

4. その他

木村佳弘さん入会の件　⇒［ 承認 ］

事務局の勤務時間をロスターに掲載する
　⇒［ 承認 ］

バナーの追加枚数の件
　一枚＝1,600円　200枚注文　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）
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下岡：大阪大手前RC金高会長、大本幹事ようこそお出
で下しました。

嶽下：ニコニコ

村橋：クラブ奉仕委員長を務めます。1年間よろしくお
願いします。

辻（一）：台風が来ていますので、ニコニコではないで
すが・・・

吉田：ニコニコ

針谷：村橋・福田・辻・吉田四大奉仕委員長、1年間よ
ろしくお願いします。
大阪大手前RC金高会長、大本幹事ようこそお
出で下しました。

高島：大阪大手前RC金高会長、大本幹事ようこそ大阪
中之島へ。1年間ご苦労様です。

小林：大阪大手前RC金高会長、大本幹事ようこそお出
で下しました。

北村：台風です。気をつけてください。

井戸本：ニコニコ

栗山：先週欠席のおわび

大阪大手前RC 金高好伸・大本達也：
１年間お世話になります。

本日合計 : ￥38,000
累　計 : ￥123,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 2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 1名
出席者 21名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 77.77%
6月19日の修正出席率 82.14%

●メイクアップ
井戸本 泰次  6  月23日 東大阪中央RC
村橋 義晃  6  月12日 地区研修委員会
下岡 陽一郎  6  月19日 大阪東RC

●本日のゲスト
嶽下会員ご紹介 木村 佳弘 様

●本日のビジター
大阪大手前RC 金高 好伸 様
 大本 達也 様

フィリピン支援

木村眞敏法律事務所
メールアドレス変更のお知らせ

新アドレス：m-kimura@shirt.ocn.ne.jp
以後、こちらでお願い致します。

国際奉仕委員会

2013年11月19日の台風30号で被害を受けましたフィ
リピンの被災地支援に大阪鶴見RCと共同提案により支
援させて頂きました。その領収書が届きましたので報告
させていただきます。


