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本日のプログラム

第1025回（本年度 第7回）例会

次回 9/4 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　青少年委員会卓話
　松任 保勇 委員長

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　社会奉仕クラブフォーラム
　辻 一夫 委員長

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。西山彩様、ようこそお出で下さいました。どうぞ
ごゆっくりとご歓談下さい。

西山様の採用に当たりまして、私と前会長の山本会員とで面接を行
いました。100人のうち2、3人の採用枠の難関を突破され採用となり
ました。カナダのトロント大学へ留学が決まられ、益々のご活躍を期
待しております。

　夏の家族会の件ですが、残念ながら台風で中止となってしまいま
した。親睦委員会の方が開催前日からホテル側と当日の11時まで交
渉して頂きました。大変ご苦労様でした。特に北村委員長には窓口に
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なって頂きありがとうございました。

6月、ベトナム人道支援をされている臼田さんの現場
にて、活動などを紹介したTVが1時間もので放映さ
れました。来年度2月、国際フォーラムの際に短縮し
たものを放映させて頂きます。

　夏のお祭りの、少し珍しいものをご紹介させて頂き
ます。

先日、愛媛県西予三瓶町では、「奥地の海のカーニバ
ル」というお祭りが開催されました。このお祭りの注
目ポイントは「豚のロディオ」や「ヒラメのつかみ捕り」
など、全国でも珍しい一風変わったイベントでした。

世界でも日本同様に、一風変わった夏祭りが各地で
開催されています。

トマトをひたすらぶつけ合うスペインのトマト祭りは
世界的に有名です。毎年8月下旬に行われ、人口１
万人ほどの小さな町に、4万人以上の人が参加する
そうです。トマト祭りは1940年代半ばに始まったとさ
れ、1959年に「トマトは投げる前に軽く潰しておく」
などのルールも決められています。

また同じくスペインでは、18歳以上であれば誰でも
参加できる「牛追い祭り」も開催され、日本では即座
に中止になってもおかしくないような、負傷者が出る
こともあるような危険なイベントだそうです。

またアメリカのネバタ州では人里離れた荒野で、8月
最終月曜日から1週間続く夏祭り「バーニングマン」と
いうイベントが開催されます。砂漠のど真ん中に町を
作り、集まってきた参加者との共同生活をしながら、1
週間後何もなかったかのように元に戻すという、
ちょっと風変わりなお祭りが開催されます。

会場内を外部の世界から孤立させ、電気、水道、電
話、ガス、ガソリンなど生活に必要なものを全て排除
して行われます。街の象徴として会場の中心に立ち

2014-15年度第1024回（第6回例会）
幹事報告 (8/21)

幹事  辻　 義光

■本日例会終了後に第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。

■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」が開催されました。
　クラブからは地区増強の福田委員長、杉村会員、梅原
会員、下岡会長、辻義光が参加しました。参加総数
230名を超える賑わいで、「リーダーとしての必要な資
質」について討論など行い、後半は懇親会となりまし
た。このセミナーは好評で継続して開催する予定です。

■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。
　同日、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
ザ大阪で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。

■9月6日（土）第1回クラブ職業奉仕委員長会議が薬業
年金会館において9時より開催されます。福田職業奉
仕委員長、よろしくお願いします。
　また同日、地区米山セミナーがOMMビルで12時30
分より開催されます。
　このセミナーは10月の米山月間を前に米山記念奨学
制度の成り立ちやこれまでの実績を伝えて、米山奨学
事業への理解を一段と深めて頂こうとの趣旨の元開
催されます。

続けていた人型の造形物に火を放ち、それを完全に
焼却することから、「バーニングマン」と呼ばれます。

最後に韓国ですが、泥をテーマにした韓国を代表す
る夏祭り「ポリョンマッドフェスティバル」が開催され
ます。このお祭りは外国人観光客に人気があり、参加
者のほとんどは外国人だそうです。アジアの死海とい
う異名を持つポリョンの泥は、海藻が塩の流れととも
に土に混ざってできたもので、とても柔らかく滑らか
な手触りです。天然ミネラルが豊富で肌を美しくする
効果もあり、いかにも美容大国らしい韓国ならではの
お祭りです。

　厳しい暑さが続いておりますが、夏も後半に差し
掛かる中、まだまだ日本を含め、世界各地では様々な
お祭りが開催されております。機会があれば、是非と
も足を運んでみたいものです。



アメリカ合衆国アラバマ州から温かなお便りをいただきました。

会員拡大・増強セミナーにおける会員の増強と退会防止について

地区クラブ奉仕・拡大増強委員会 委員長　福田忠博

昨年度の期首の世界のロータリー会員数が、初めて
120万人を割り込んだので、今年度は特に会員増強に
尽力する旨の要請がRIからありました。

一方、2660地区の昨年度の会員拡大増強セミナーで
はバズセッションを行い、その結論としては、クラブの充
実、活性化が会員増強・退会防止につながるということ
でした。これを受けて、今年度はクラブの充実、活性化に
努めながら、増強と退会防止に尽力したからでしょうか。
地区の28クラブが会員増強・拡大賞を、1クラブが会員

増強推進計画について、RI会長から表彰を受けました。

そこで、6月14日の今年度のための会員拡大・増強セミ
ナーにおいては、地区を代表して4つのクラブに協力を
頂き、どのようにクラブの充実を計り、どのように会員増
強と退会防止に取り組んでいるかについて、パネルディ
スカッションを行い、コーディネーターを中心にパネ
ラーに意見を求めました。

協力していただいた4クラブの特徴は、

（1）会員増強で著しい実績のあるクラブ

（2）会員数が比較的多いにもかかわらず、退会者の
ないクラブ

（3）RIの要請する若い人を中心として、会費の下げを
断行して、従来のロータリーの常識と異なる活動
を行うために、新しく創立されたクラブ

（4）クラブの合併を実行し、クラブの活性化を計った
クラブ

そこでの結論は、会員増強、退会防止策は過去から多く
の提案が出尽くしており、要は、クラブでの増強計画を
忠実に実行することであるとの結論に達しました。

シドニー国際大会でお会いしました、アメリカ合衆国南
部に位置するアラバマ州モーガン郡ディケーター・デェ
イブレイクRCよりバナーが送られてまいりました。
大会当日バナーをお持ちでなかったのですが中之島
RCのバナーだけをお渡しいたしました。先日幹事の方

国際奉仕副委員長　檜皮 悦子

より例会で中之島RCの紹介をされた時の様子を会長・
幹事のお写真、お手紙と共にいただきました。遠く離れ
たアラバマ州ですが身近に感じられるのもお互い「ロー
タリアン同志の絆」であると思いました。



日　時：2014年8月21日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・山本・辻（義）・嶽下・村橋・吉田・福田・木村・安達（辻（一）代理）・檜皮 　以上10名（敬称略）

【’14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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1035

1036

1037

1038

17

18

19

20

委員会報告
次年度理事・役員候補者発表

ロータリー財団委員会卓話

ロータリー規定・情報委員会卓話

三世代合同例会

第6回12月度理事会

各委員会・SAA・会計
指名委員：下岡委員長

ロータリー財団委員会：
檜皮委員長

規定情報委員長：
山本委員長

【’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

11/12（水）
　睦輪会
11/15（土）
　成美学寮餅つき大会
11/27（木）
　三世代合同例会

【’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）
　戸田ガバナー補佐訪問
10/11（土）～10/13（月）
　秋のライラ
10/16（木）
　ガバナー訪問日
10/18（土）
　IM6組インターシティ
10/30（木）
　台北福齢RC姉妹締結
　10周年事業

9/6（土）
　地区米山セミナー
　第1回クラブ職業　
　奉仕委員長会議

2014-2015 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）
本日は審議事項が多いのでご協力お願いいたします

審議事項
1. ロータリー細則見直し

次例会にて検討

2. Intercity Meeting（2014~2015） 各クラブ発表の件
各クラブの特色・事業を３分間発表する

会長・幹事が担当＝社会奉仕委員会・国際奉仕委員
会より参考資料　⇒［ 承認 ］

3. 14～15年度年間行事予定
※ブラジル・サンパウロ国際大会日時変更
　⇒2015年6月6日～9日

※木村佳弘会員の自己紹介日程変更
　⇒［ 検討中 ］

4. 堀口会員退会と名誉会員復帰の件　⇒［ 承認 ］
5. 例会運営委員会「月刊テーマ発表」について

クラブ活性化のため一言楽しい思い出をお話しして
いただく（強制ではない）　⇒［ 検討中 ］

子供の結婚、孫の誕生、etc.

6. ソング集を作り直す件：28曲選択、見積もり提示
　⇒［ 承認 ］

吉田ピアニスト、梅原会員、檜皮ソング委員長、辻（一）
ソング副委員長担当　⇒［ 承認 ］

7. 東北支援事業：岩手県下閉伊郡岩泉町立小学校・
中学校訪問
日程：2014年11月3日（月）～4日（火）
　⇒［ 承認 ］

8. 大阪中之島RC Website 制作の件
見積もり検討中

9. 三世代合同例会［2014年11月27日（木）］の件
社会奉仕事業として成美学寮にテレビを寄贈
　⇒［ 承認 ］

10. D3800,フィリピン RC Sampaguita Grace Parkと
の親睦　⇒［ 承認 ］

11. グローバル補助金による台北福齢RCと貧困地に
共同支援事業提案　⇒［ 承認 ］
グローバル補助金委員会発足　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）
貴重なお時間有り難うございました
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下岡：夏休み、皆さんどうでしたか？
嶽下：ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
福田：本日は地区の委員として卓話します。
吉田：ニコニコ
早瀬：拙僧、いまだに生きております。ニコニコ九拝
針谷：久しぶりの例会でニコニコ
高島：久しぶりの例会、ニコニコ
山本：福田さん、卓話楽しみにしています。

早瀬さん、お久しぶりです。
西山彩さん、ようこそいらっしゃいました。元気
でトロントへ行ってらっしゃい。

小林：暑い夏も少し涼しい風を感じる今日この頃です。
健康にご留意を

木村（眞）：ニコニコ
岡本：早退のお詫び　ニコニコ
杉村：暑いですけどお身体気をつけてくださいね

本日合計 : ￥38,000
累　計 : ￥264,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 0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 1名
出席者 21名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 75.00%
7月17日の修正出席率 85.71%

今週のラジオ体操

ロータリー財団奨学生の西山 彩 様がお見えになりました。

●メイクアップ
杉村 雅之  7  月30日 ポリオプラス委員会
高島 凱夫  7  月16日 地区研修委員会

●本日のゲスト
ロータリー財団奨学生 西山 　彩 様

本日のメニュー
先附け 穴子と胡瓜の酢の物　若布　炙り胡麻
御造り 鯵炙り　烏賊素麺　あしらい
蓋　物 鯛あら焚き　笹がき牛蒡　焼き豆腐　オクラ
冷やし鉢 冷やし山掛けうどん　刻み茗荷　刻み葱
 海苔　生姜
食　事 白御飯
止め椀 赤だし汁
香の物 本日のお漬物


