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本日のプログラム

第1024回（本年度 第6回）例会

次回 8/28 のお知らせ

♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
●卓話　社会奉仕クラブフォーラム
　辻 一夫 委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　会員増強・維持委員会卓話
　木村 眞敏 委員長
■9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。大阪西北RCより小山様、大阪城北RCより弓場
様、ようこそお出で下さいました。どうぞごゆるりとお過ごし下さいませ。

　私は8月1日から6日まで中国へ出張に行って参りました。

ホテルを午前6時過ぎに出まして、帰宅できましたのは日にちが変わ
りました夜中の12時過ぎでございました。現在、中国の事についてメ
ディアでは色々報道されていますが、我々の民間企業においての中
国人の見解は、決して悪いことはございません。マスコミで言われて
いるような、日本との関係においての悪口の言い合いなどは全くござ
いませんし、ビジネスワークにおいて決して悪い関係ではないと思っ
ております。私共の会社は100％海外で製品を作っておりますので、
海外と良好な関係を継続して突き進んで参りたいと考えております。
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お互いに思いやる心があれば何も問題ございません。

　本日は委員会報告の卓話がございます。各委員長
様、どうぞ宜しくお願い致します。また、バナーの在庫
が少なくなったこともありまして、デザインを少し変
更しております。最初のバナーは梅原会員のお父上
が製作されました。そのデザインを元に少し変更致
しました。皆さま、どこが変わったかお解かりになられ
ますか？バナーの一番下のマークの横に、ROTARYと
ロゴを入れました。また安達会員のお蔭様で、コスト
を下げて製作することが出来ました。

　6月に大阪東RCの例会に出席して参りました。こち
らのクラブは2年続けて会長挨拶がないとお聞きし
ましたので、どのような例会を進行されているのか実
体験して参りました。確かに会長挨拶はございません
でした。しかしながら、年度ごとに会長は変わってい
きますので、その都度色々な例会進行をされていか
れるのも、クラブの特徴かもしれません。会長挨拶の
時間が短くなることもあるかもしれませんが、そのお
時間を、皆様の親睦を深めて頂くお時間に充てれた
らと思っております。

2014-15年度第1023回（第5回例会）
幹事報告 (8/7)

幹事  辻　 義光

■本日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。

■7月29日に当クラブの東日本震災復興支援基金の申
請が承認されました。

■地区より9月6日（土）第1回クラブ職業奉仕委員長会
議に向けて、アンケートのお願いがきています。提出
は8月12日（火）までです。職業奉仕の福田委員長よ
ろしくお願いいたします。

■2014年秋の上級ライラ開催のご案内がきています。

　日程：2014年10月11日（土）～13日（月・祝） 2泊3日

　場所：大阪科学技術センター及び大阪府立少年自然の家

　対象：18歳～30歳 初級ライラを修了していること

　申込期限：2014年9月12日（金）

　ホストクラブ：大阪平野RC

■8月は会員増強月間です。

■8月9日（土）夏の家族親睦会として淀川花火大会鑑
賞をホテルプラザ大阪で行います。集合時間は17時
15分です。今回も多数参加いただきました。

■8月12日（火）18時～20時30分　心斎橋「大成閣」に
おいて55歳以下の会員を対象に「若手ロータリアン
研修セミナー・懇親会」が開催されます。
　地区増強の福田委員長、杉村会員、梅原会員、ご出席
よろしくお願いいたします。

■8月14日（木）は休会です。

■8月30日（土）地区ロータリー財団セミナーが大阪
YMCA会館で開催されます。会長、ロータリー財団、社
会奉仕、国際奉仕各委員長ご出席お願いいたします。

■8月30日（土）2013-2014年度青少年交換帰国学生
報告会及び2014-2015年度来日学生歓迎会がシ
ティプラズ大阪で16時から開催されます。
　関係者の方ご参加お願いいたします。

▲お誕生日のお祝い：左より辻 一夫会員・杉村 雅之会員・
　梅原 一樹会員・下岡 陽一郎会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より木村 佳弘会員・嶽下 勇治会員・
　安達 昌弘会員・辻 一夫会員・下岡 陽一郎会長
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委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強委員会、例会運営委員会、親睦活動委員会、
会員研修委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計

1.クラブ奉仕委員会　村橋委員長
クラブの姿は、個々の会員が形成するものだと思います。
そして、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重要です。
会員増強の為には、魅力のあるクラブであること、又会
員を維持している方策も兼ね備えていかねばなりませ
ん。その為にも、楽しくメリハリのある例会運営を行い、
会員相互の理解を深める親睦活動、ロータリーの理解
を深める会員研修等小委員会活動を充実させることが
大切であります。

2.会員増強委員会　木村委員長
会員増強・維持は、クラブ活動の円滑な運営、活性化に
不可欠であると一般に言われていますが、そもそもロー
タリークラブは、一定数の会員が確保できなければその
活動自体が不可能となるのです。従いまして、わがクラブ
のような少数クラブにおける会員増強は・維持はその存
立がかかっていると言っても過言でないのであります。
この意味で、会員増強・維持活動は非常に重要な活動で
あり、当小委員会のみならず、各委員会と連帯の上、全ク
ラブの協力で推し進めたいものと考えております。
ところで昨年度の会員数は3名入会し2名退会したので
1名の純増となり結局は28名となりましたが、今年度は1
名退会し1名入会しましたので現在の会員数は28名で
す。そこで本年度の目標は30名に増員し、1人の退会者
も出さない退会者0に挑戦したいと思っております。
なお予算面から見てもクラブ会員数は30名が損益分岐
点と言われており、30名の確保が一つの指標になるも
のと思われます。
長期不況という、会員増強にとって困難なこの時期に如
何にして増強を実現するかを今から行われるディスカッ
ションにおいて考えていきたいと思います。

3.例会運営委員会　嶽下委員長
1.協議事項
本年度の例会運営委員会の活動方針は、年次計画書
に示しています通り、「我々自身が楽しもう！」として取
り組むこととしています。
先月行われましたクラブ奉仕委員会クラブフォーラム
において、皆さまから「我々自身が楽しむ」方策として
どのようなことが考えられるか。ということの提案を頂
きました。
その中から1点、「月間テーマをつくり全委員からテー
マに沿った楽しかったこと、あるいは感動したこと等、
明るいニュースを発表していただき例会を盛り上げて
いく。」
実施に当たっては毎月5～6名程度指名制とする。
上記についての協議をお願いいたします。

2.協議決定
※強制的なものは適当でないが、趣旨とすれば賛同
する

※例会を楽しくするため是非やっていただきたい
※とりあえず前向きに良いと思う事はどんどん実行し
ていくことが良いと思う

3.協議結果を踏まえて計画案を策定していきたいと思い
ます。

4.親睦活動委員会　北村委員長（報告：満村副小委員長）
活動計画にあります様に活動してまいります。第一回目
を8月9日の予定通り親睦家族会を開催いたします。
生憎、台風の為花火大会は順延になるかも知れませんが、
親睦会は予定通りに開催いたします。
花火大会は順延になったときは花火大会のみ順延に
なった日に鑑賞となります。

5.会員研修委員会　北村委員長
活動計画にありました様に活動してまいりますが、第一
回目を8月9日の親睦家族会の時に研修会を開く予定で
したが、別に開催することにしました。改めてお知らせい
たします。

6.職業奉仕委員会　福田委員長
職業奉仕月間には、ロータリーの唱える職業奉仕の本質
とは何か、何故それがロータリーに必要なのかについて、
委員長がフォーラムにて先立って卓話又は文章で全員
に周知し、フォーラムにおいて会員全員でのバズセッ
ションを行って、クラブとして職業奉仕について共通の
認識を持つようにしたいと思います。
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8.国際奉仕委員会　吉田委員長
※ヴェトナム医療支援につきましては地区補助金から
20万円中之島RCより20万で医療器具を支援させて
いただきます。2015年1月10日～13日にかけ訪問い
たします。今回は以前より孤児支援の依頼があります
クァンフォン寺も訪問する予定です。

※台北奨学生に20万円支援させていただきます。

※台北福齢RCとの姉妹クラブ締結10周年事業として10
月30日式典及び10月31日京都観光を予定しており
ます。現時点で福齢RCより34名出席されます。

※2015年6月6日～9日にかけサンパウロ国際大会が開
催されます。ご参加宜しくお願いいたします。

9. SAA委員会　小林副委員長
年次計画書に書かせていただきました通りSAAは幹事
と日ごろから綿密に情報提供しサポートする立場にあり、
毎例会に於ける時間の配分も大切な役目です。又例会
で秩序維持を乱す行為、私語を慎まない、途中退席等の
行為を制止するというのがSAAに与えられた重要な役
目の一つであると思います。

3.例会運営委員会　嶽下委員長
1.協議事項
本年度の例会運営委員会の活動方針は、年次計画書
に示しています通り、「我々自身が楽しもう！」として取
り組むこととしています。
先月行われましたクラブ奉仕委員会クラブフォーラム
において、皆さまから「我々自身が楽しむ」方策として
どのようなことが考えられるか。ということの提案を頂
きました。
その中から1点、「月間テーマをつくり全委員からテー
マに沿った楽しかったこと、あるいは感動したこと等、
明るいニュースを発表していただき例会を盛り上げて
いく。」
実施に当たっては毎月5～6名程度指名制とする。
上記についての協議をお願いいたします。

2.協議決定
※強制的なものは適当でないが、趣旨とすれば賛同
する

※例会を楽しくするため是非やっていただきたい
※とりあえず前向きに良いと思う事はどんどん実行し
ていくことが良いと思う

3.協議結果を踏まえて計画案を策定していきたいと思い
ます。

4.親睦活動委員会　北村委員長（報告：満村副小委員長）
活動計画にあります様に活動してまいります。第一回目
を8月9日の予定通り親睦家族会を開催いたします。
生憎、台風の為花火大会は順延になるかも知れませんが、
親睦会は予定通りに開催いたします。
花火大会は順延になったときは花火大会のみ順延に
なった日に鑑賞となります。

7.社会奉仕委員会　辻一夫委員長
東北支援につきまして申し上げます。予算の規模ですが

総額120万円でその内訳は台北福齢ロータリークラブ
から40万円、地区災害支援基金から40万円、そして我
が中之島RCから40万円となっております。
次に支援地域ですが昨年とは変わりまして、より支援
ニーズの高いと考えられる岩手県下閉伊郡、岩泉町及び
野田町とさせていただきました。支援内容につきまして
は小学校・中学校には運動用品・教材等寄贈いたします。
また最終段階では、かの地をお訪ねする事となりますが、
昨年にも増して多勢で参り元気付けたいと考えておりま
すので、宜しくお願いいたします。
尚今年度は国際奉仕委員会との共同事業ではなく社会
奉仕委員会の単独事業となっております。お力添え頂き
ます様お願いいたします。
続いて恒例になっております、成美学寮での餅つき大会
について申し上げます。来たる11月15日に計画しており
ますので、これも多勢の参加をお願いいたします。あの
子供たちが寂しくならないように心がけたいと思います。

5.会員研修委員会　北村委員長
活動計画にありました様に活動してまいりますが、第一
回目を8月9日の親睦家族会の時に研修会を開く予定で
したが、別に開催することにしました。改めてお知らせい
たします。

6.職業奉仕委員会　福田委員長
職業奉仕月間には、ロータリーの唱える職業奉仕の本質
とは何か、何故それがロータリーに必要なのかについて、
委員長がフォーラムにて先立って卓話又は文章で全員
に周知し、フォーラムにおいて会員全員でのバズセッ
ションを行って、クラブとして職業奉仕について共通の
認識を持つようにしたいと思います。
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8/12心斎橋の大成閣にて若手ロータリアンセミナーが開催されました

5.会計　井戸本会計
前期分会費納入頂きお礼申し上げます。

毅然とした態度で臨んでいきたいと思います。例会場で
の気品と風紀を守ることは勿論ですが来訪者に対する
心配りも大切にしたいと思います。

開会の挨拶　下岡会長
　① 委員長が都合の悪い時は代理の人を出席させること。
　② クラブ協議会には新入会員の出席をお願いしたい。

【協議事項】

第1回　クラブ協議会（2014～2015年度）
日　時：2014年8月7日（木）　13：40～
場　所：太閤園2F　サファイアルーム
出席者：理事役員、各委員長、入会3年未満会員　下岡、辻義光、嶽下、井戸本、吉田、村橋、檜皮（敬称略）

各委員会の2014-15年度上半期活動計画（内容は委員会報告と同じですので、割愛させていただきます。）

閉会の挨拶　嶽下会長エレクト
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下岡：本日の会長挨拶は少しだけですが、勘弁してく
ださい。

嶽下：ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
辻（一）：本日は特別のニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：ニコニコ、しかし暑い！
小林：暑さに負けず頑張りましょう。
檜皮：辻一夫会員、お誕生日おめでとうございます。
安達：今年も11月15日の餅つき大会へのご参加を宜

しくお願いします。
大阪西北RC　小山 登 様：

第35回大輪ゴルフ大会のご案内に参りました。
よろしくお願いいたします。

本日合計 : ￥32,000
累　計 : ￥226,000

●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 0名 国内ゲスト 0名
出席者 19名 外国ゲスト 0名
欠席者 9名

出席率 67.85%
7月10日の修正出席率 85.18%

●メイクアップ
杉村 雅之  7  月19日 地区合同委員会
山本 　肇  7  月  1 日 大阪東南RC

●本日のビジター
大阪西北RC 小山 　登 様
大阪城北RC 弓場 伸二郎 様

本日のメニュー

・鮭と鯛のバプール ラタトイュ添え
香草オイルとトマトサルサソース

・牛フィレステーキ温野菜添え 胡麻ソース
・メスクランと茄子のサラダ、コーヒー、パン

大阪西北ＲＣの小山 登様が
大輪ゴルフ会の案内に来られました。


