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2014年10月2日

本日のプログラム

第1030回（本年度 第12回）例会

次回 10/9 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　
　小林 俊明 会員
■戸田和孝ガバナー補佐訪問日
　11：30～　ガバナー補佐との懇談会
　　　　　   サファイアルーム
　13：40～　第2回クラブ協議会
　　　　　   サファイアルーム

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　米山奨学委員会卓話
　講師　地区米山奨学委員長

近藤 菜穂子 様
■11月度理事会
　13：40～　蔵の間

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪RCより庄野様、大阪西北RCより河合様、
大阪鶴見RCより佐藤様、大阪大手前RCより河野様、そして福田会員
のご紹介の村上様、ようこそお出で下さいました。本日はたくさんの
お客様がお越し下さいました。誠にありがとうございます。

　また庄野様は地区職業奉仕委員会の副委員長をされております。
のちほど事業PRの程、宜しくお願い致します。
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2014-15年度第1029回（第11回例会）
幹事報告 (9/25)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は、台北福齢RC締結10周年記念事業の

経過報告と、地区出向者の会員の皆様の報告を行い

ます。

■10月2日（木）の卓話は小林会員です。よろしくお願い

します。

■10月2日（木）、戸田ガバナー補佐が訪問されます。ま

た13時40分より第2回クラブ協議会を行います。各

委員長の皆様よろしくお願いします。

　また11時30分より事前懇談会があります。

　出席は下岡会長、嶽下会長エレクト、檜皮副幹事、辻

幹事です。

　オブザーバーとして高島会員に出席いただきます。

■10月2日（木）三世代クラブ合同社会奉仕事業の第2

回の会議を行います。

　会長、幹事、社会奉仕委員長、出席お願いします。

■10月16日（木）、泉ガバナーが訪問されます。会員の

皆様、全員出席お願いします。

本日の卓話ですが、地区の出向をされている9名のメ
ンバーよりお話をして頂きます。どうぞ宜しくお願い
致します。

本日のロータリーソング「それでこそロータリー」、こ
れは私の大好きなソングであります。この歌を聴いて
おりますと、その歌詞のとおり、ロータリーの素晴らし
い仲間意識が生まれ、そしてタイトルのとおり、これ
こそがロータリー＝それでこそロータリーという実感
が湧いてきます。皆さま方でより一層の友情を深めて
参りたいと思いますので、ご協力の程宜しくお願い致
します。

大阪中之島RC・台北福齢姉妹締結
10周年記念式典・祝賀会のおしらせ

1. 日時：2014年10月30日（木） 17：30～21：00

2. 場所：桜苑

3. スケジュール

　（1）通常例会 17：30～17：45

　（2）記念写真 17：45～18：05

　（3）記念式典 18：10～18：40

　（4）休憩 18：40～18：50

　（5）祝賀会 18：50～21：00

地区職業奉仕委員会より庄野晋吉様が
お見えになりました。

大阪鶴見ＲＣ３０周年記念式典参加お願いに、
佐藤俊一様がお見えになりました。

■先日、今年の東日本大震災復興支援を行った岩泉町

立小本小学校、中学校からお礼の書面が届きました。

小学校には吸水ローラー、雑誌架、中学校には両面

回転脚付きボード、マーチングドラムを贈呈しました。



「地区研修委員会」の活動については、用語便覧に以下
の通り記載されており、其々のプログラムに応じた活動
を展開しています。

地区のクラブ奉仕、拡大増強委員会は、毎年6月に増強
セミナーを行うとともに、8月の増強月間にはクラブの求
めに応じて増強に関する卓話を行ってクラブの会員増
強を支援しています。

今年度の増強セミナーでは、増強等に実績があったクラ
ブ代表にどのようにクラブの充実を計りながら増強を
行ったかを発表してもらいました。

増強月間の卓話の内容は、ロータリーの求める人物像
とは、魅力があって、成功していて、忙しく、かつ、他人に
対して気遣いのできる人であり、そのような人が入会す
るということは、その人の貴重な時間をロータリーのた
めに捧げることになるので、ロータリーで費やす時間が
その人にとって意味あるものにする責任を我々が持つ
ことになるというものでした。

入会の勧誘に当ってはそのような心構えを持つようにと
の話を中心にしました。

地区研修委員会、地区災害支援委員会
村橋 義晃

クラブ奉仕、拡大増強委員会 福田 忠博

地区出向者による報告

福田忠博会員、村橋義晃会員、檜皮悦子会員、嶽下勇治会員、嶽下勇治会員、杉村雅之会員、高島凱夫会員

委員の任期は、通例3年間とされており、委員会は毎月
定例開催されています。

研修委員会（Training Committees）
ガバナーは、ガバナー・エレクトの推薦に基いて、地区研
修委員会の委員長を務める地区研修リーダーを毎年任
命しなければならない。地区研修リーダーは、研修委員
会の委員長を務め、必要に応じて研修会合や行事の責
務を割り当てる。委員会は、ガバナーおよびガバナー・
エレクトを補佐して、クラブや地区指導者の研修に当た
る責任がある。 

任務および責務

ガバナー・エレクトと協力し、現ロータリー年度、地区内
における以下の研修ニーズに対応する。 

　a. PETS

　b. 地区協議会

　c. 地区チーム研修セミナー 

1. ガバナーと協力し、現ロータリー年度、地区内におけ
る以下の研修ニーズに対応する。

　a. 地区指導者育成セミナー 

　b. ローターアクト指導者育成研修 

　c. クラブレベルの指導者育成研修 

　d. 適宜、地区内におけるその他の研修 

2. 地区ロータリー財団セミナーおよび地区会員増強セ
ミナーへの二次的な責任を持つ。これらの会合は主
に、その他の地区委員会が主に担当する責務である
が、研修委員会は研修に関連した事柄について助言
することができる。 

3. 会合の招集者の指示に基づき、以下に挙げる事柄の
1つもしくはそれ以上に責任を持つ。

プログラムの内容 、研修の実施、講演者やその他の
ボランティア探し 、研修リーダーの準備 

プログラムの評価、諸々の手配 

「地区災害支援委員会」は、国内外で起こった大きな災
害に対し、当地区から被災地に対し、迅速、有効な支援
活動を実施しています。詳細については、G月信にて報
告されています。
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今年からロータリー財団のFVPの下、新しいプログラム
VTT（Vocational Training Team）が始まりました。

VTTとは専門職に従事する人たちの研修で、海外への
派遣および、国内の受け入れのどちらも可能な制度です。

2660地区のVTTは以下を予定しています。

1. トルコ
免疫不全症候群の子供に臍帯血移植治療を行うた
めのプロジェクトに関する調査

地区国際奉仕委員会 嶽下 勇治

ロータリー財団　職業研修部門 栗山 博道

地区国際奉仕委員会の役割は、各クラブの国際奉仕活
動の活動を活性化していただくための助言などのアシ
ストを行っています。

現在は主に財団に対する補助金申請のお手伝いが多く
なっています。特に、RI会長が台湾出身であることから、
台湾と姉妹関係にあるクラブからのグローバル補助金
を利用したプロジェクトが増加してきています。

我が大阪中之島RCでも台北福齢RCと初めてのグロー
バル補助金を利用したプロジェクトに挑戦しています。
何とか成功させたいと考えています。

パキスタン国籍、マララ・ユフザイさん（16）の国連本部
での演説

One child, one teacher, one book and one pen can 
change the world.  Education is the only solution.  
Education first.

1人の子供、1人の教師、一冊の本、そして一本のペン、
それで世界を変えられます。教育こそがただ一つの解
決策です。教育を第一に！

ロータリー財団の活動には人的資源と金銭的資源が恒
久的に必要です。会員の方々から財団に向けられたお
金は世界に必要とされる人々や地域に注がれます。

 活動計画
●年次基金への理解を推進し、すべての会員に財団
への寄付行為をお願いいたします

●ロータリーカードの有効性、とりわけその利用方法
を提案しご理解をいただきます

●財団への貢献クラブまた個人に対しての感謝の意
味で認証、表彰を行います

●インターネットでロータリー個人登録［マイロータ
リー］をすべての会員の方に完了していただく

●ロータリーデイに資金推進事業を織り込みます
寄附行為を実行する方法としてそのクラブに委託
する方法からロータリアン自ら寄附する行為に重
きを置くべきではないか。また特に小規模会員数

のクラブでは運営費の負担が、物理的にも心理的
にも寄附行為が負担になり会員増強にブレーキが
かかるのではないだろうか。など二か月に一度委
員会を開催し［懇親会付き］話し合っております。

ロータリー財団　資金推進小委員会
檜皮 悦子



ご存じのように、RIには戦略計画（クラブのサポートと強
化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度
の向上）があり、それに基づき様々なプロジェクトを進
めている。

第2660地区においては、泉DGが現在地区戦略計画委
員会を立ち上げ、地区のある程度継続性のある考え、或
いはプロジェクトを計画するよう努力をしている。さて、
クラブにおける戦略計画委員会の設立である。これまで、
ロータリークラブは単年度制といわれ、継続性がなく、
最近の大阪中之島では次年度への申し送りも決してス
ムーズに行われているとは思えない。

クラブ戦略計画委員会設立について
RI第3ゾーン　ロータリー公共イメージ　　　　　　　　

コーディネーター補佐　高島 凱夫

クラブの基盤を固めるためには、ある程度の継続性を
持たせることも大事ではないかと思われる。もちろん、
当該年度会長のクラブ方針が優先されることは言うま
でもない。直前会長・現会長・会長エレクト・会長ノミ
ニー・オブザーバー位のメンバーで構成されるクラブ戦
略委員会を設立し、5年後、10年後の大阪中之島ロータ
リークラブのありた方を考えていただきたい。

●誕生日
満村 和宏 ［29日］

●事業所設立記念
高島 凱夫 京橋耳鼻咽喉科［平成  1 年］
杉村 雅之 有限会社テックビルワークス［平成  7 年］
松任 保勇 株式会社バイタル［平成19年］

●誕生日
辻　 一夫 ［10日］
針谷 紘一 ［15日］
嶽下 勇治 ［17日］
満村 和宏 ［19日］
梅原 一樹 ［27日］
木村佳弘 ［29日］

Congratulations!10月のお祝い10月のお祝い

本日のメニュー

先付け 秋の白和え　柿　占地　水菜　栗
 マスカット　イクラ
御造り 鯛へぎ造り　帆立貝焼き霜　レモン
 あしらい　山葵
炊き合わせ
 秋刀魚梅煮　小芋田舎煮　南瓜豆腐
 大根　オクラ
揚げ物 茄子はさみ揚げ　鶏から揚げ
 サラダ　ドレッシング
食　事 白御飯
止め椀 赤出汁
香の物 お漬物

ロータリー財団　ポリオプラス 杉村 雅之

2. カンボジア
交通事故の急増で必要とされるリハビリテーション体
制整備に関する調査

本年度からのプログラムのため早急に調査を行い、海
外への派遣を行いたいと考えています。

ロータリーがこの25年間、常に最優先プロエジェクトと
して世界への約束として展開しているのが、【ポリオ撲
滅プロジェクト】です。

そこで、我々の委員会では、ポリオの認知向上、また各
国の発病推移を把握し皆様への情報提供、募金をつ
のっています。



今年度の2660地区ガバナー杯野球大会がスタートし

ました。

我が大阪中之島RCも、9月28日に初戦の相手寝屋川RC

と対戦し、予想通り？の快勝で今年の幕を開けました。

4回裏の攻撃まで約10安打9点を奪い、その時点で9-2

と7点差の楽勝ムードでしたが、最終回を迎え監督であ

る投手の私が相手チームの女性会員に会心のホームラ

ンを提供し、結局終わってみれば9-7という結果。

勝てばいいのです。

次は、10月5日サントリー球場で12時30分より対八尾

RC戦です。

選手の方は現地に11時30分集合です。

一応、楽勝の予定です。

寝屋川ＲＣに快勝…ガバナー杯野球大会
初戦 野球同好会 監督　安達 昌弘

ニコニコBOX25
9

下岡：庄野様、河合様用こそおいでくださいました。ニ

コニコ

嶽下：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

針谷：今日もニコニコ

高島：地区職業奉仕委員会の庄野様、河合様、用こそ

起こし下しました。

北村：庄野さん、河合さん本日は有難うございます。

満村：本日は早退です。村上さんをよろしく

栗山：ニコニコ

杉村：ホームクラブ2週欠席ですみません。

大阪鶴見RC　佐藤俊一様：

大阪鶴見RC30周年記念式典に多数のご出席を

お願いします。

本日合計 : ￥25,000
累　計 : ￥432,000

●出席報告
会員数 27名 国内ビジター 4名
名誉会員数 7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 6名

出席率 77.77%
9月4日の修正出席率 96.29%

●メイクアップ
岡本 啓吾  9  月  6 日 全国甲子園野球大会

●本日のゲスト
福田会員ご紹介 村上 俊二 様

●本日のビジター
大阪RC （地区職業奉仕委員会）庄野 晋吉 様
大阪西北RC （地区職業奉仕委員会）河合 秀行 様
大阪鶴見RC 佐藤 俊一 様
大阪大手前RC 河野 裕一 様


