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2014年11月6日

本日のプログラム

第1035回（本年度 第17回）例会

次回 11/13 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　Ｒ財団委員長卓話
　檜皮 悦子 委員長
■12月度理事会
　13：40～　サァファイアルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
■次年度理事・役員発表

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんばんは。本日、この大阪におきまして、台北福齢RCのメ
ンバー様をお迎えして、大阪中之島RCとの姉妹クラブ締結10周年記
念式典及び祝賀会を開催できますこと、心よりお慶び申し上げるとと
もに感謝申し上げます。

　2005年5月28日、台北ホリデーイン・アジアワールド大会におい
て、姉妹クラブの締結をして以来10年の歳月が経過致しました。その
間、親密な親日交流と信頼関係のもと、ベトナムダナン市の国立病院
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への医療機器の基礎、また東北震災支援などのご協
力を頂き、共に震災地域の皆様方に貢献し、奉仕事
業を通じて強い絆を築いて参りました。

昨年度は、台湾における青少年奨学金プロジェクトに
も参加させて頂きました。本年度におきましては、大
阪中之島RCクラブの国際奉仕委員会活動の一環と
して、台北福齢RCの人道的奉仕活動事業、グローバ
ルグラウンドである、貧困家庭への生への個別指導
的事業計画に対して、援助提携クラブとして協力させ
て頂き、只今地区への申請・許可を待っております。

　二カ国の姉妹クラブが共に同じ目的を持って、共
に事業を進めることが更なる新しい関係・段階を迎
えることと思います。

未来を語らせて頂ければ、来る締結20周年記念式典
に向け、両クラブが信頼からお互いを尊敬できる姉
妹クラブに発展できることを、共に望むところであり
ます。

今回総勢37名の台北福齢RC方々をお迎えするにあ
たり、日本文化の中心である京都観光を企画させて
頂きました。特に鮮麗された建設文化、庭園の桂離宮
と京都御所をお楽しみ頂きます。早瀬実行委員長の
もと、京都の懐石料理を心ゆくまで堪能して頂きたい
と準備を整えて参りました。共に語り、共に飲み明か
したいものであります

結びにあたりまして、大阪中之島RCを代表致しまし
て、台北福齢RCの益々のご発展と、会員の皆様のご
多幸とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

2014-15年度第1034回（第16回例会）
幹事報告 (10/30)

幹事  辻　 義光

■11月1日（土）16時より大阪鶴見RC創立30周年式典
が太閤園で行われます。

　会長、幹事出席いたします。

■クラブロータリー財団委員長会議が開催されます。 藤本 淳司会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 中之島ロータリークラブへ

　1． 日時　2014年11月1日（土）　13：30～15：45

　2． 場所　薬業年金会館601号室

　ロータリー財団委員長、出席お願いします。

■11月3日（月）～4日（火）東日本大震災の支援事業の
贈呈式に行きます。

■11月6日（木）委員会報告です。各委員長よろしくお願
いします。

■11月15日（土）成美学寮にて餅つき大会があります。
今年は大阪天満橋RC大阪大手前RCとの三世代合同
の社会奉仕事業として行います。多数のご参加お願
いします。

■55歳以下のロータリアンを対象とした「第2回若手
ロータリアン研修セミナー・懇親会」が開催されます。

　1． 日時　2014年11月18日（水）　18：00～20：30

　2． 場所　ヴィアーレ大阪

　3． 登録締切　11月4日（火）まで

■「第5回国際ロータリー第2660地区米山奨学生ふれ
あいスピーチコンテスト」で郭名純さんが発表します。

　1． 日時　2014年11月8日（土）　13：00～16：00

　2． 場所　ホテルニューオオタニ大阪

　皆様、ぜひ応援お願いします。

■2015-16年度の地区委員会出向者の募集案内が来
ています。
　出向者を推薦する地区委員会はクラブ奉仕・拡大増
強、広報、職業奉仕、社会奉仕、青少年活動、ローター
アクト、インターアクト、青少年交換、国際奉仕、ロ－タ
リー財団、米山奨学です。
　公募期間は10月27日（月）～11月25日（火）となって
います。
　嶽下会長エレクトよろしくお願いします。



大阪中之島RC・台北福齢RC 姉妹クラブ締結10周年記念例会・祝賀会

開会挨拶 姉妹クラブ締結10周年実行委員長 早瀬 道圓
実行委員長の早瀬でございます。
開催前に、一言申し上げます。
姉妹クラブ締結十周年記念には多くの会員、家族の皆様がご参加いただきお礼
を申し上げます。
台北福齢R/Cの皆様には、三年前の東日本大震災には我々同胞より早くご支援、
ご援助をいただき有り難うございました。 厚くお礼申し上げます。
今日の記念事業を実行するにあたり、事業実行委員会を設置して、協議に協議を
重ねて、今日を迎える事ができました。 行事の詳細は、別紙のご案内の通りでござ
います。 各実行委員の皆様には心血をそそいでいただき、ご苦労をお掛けいたし
ました、有り難うございます。 なお色々、不行き届きの点も多々ありますが、今日、
明日、二日間宜しくご協力をお願い致します。
それでは只今より、大阪中之島R/C、台北福齢R/C姉妹締結十周年記念祝賀会を
開催いたします。
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ニコニコBOX30
10

下岡：姉妹クラブ締結10周年おめでとうございます。
山本：台北福齢RC、大阪中之島RC10周年記念例会お

めでとうございます。
嶽下：台北福齢RCの皆様、ようこそお越しくださいま

した。ニコニコ
村橋：台北福齢RCの皆様を歓迎して。ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：台北福齢RC、大阪中之島RC姉妹締結10周年記

念を祝して。ニコニコ
針谷：台北福齢RCとの締結10周年を祝して。ニコニコ
高島：姉妹クラブ締結10周年を祝してニコニコ
犬飼：台北福齢RCの皆様ようこそお越し下さいました。
小林：台北福齢RCの皆様ようこそお越し下さいまし

た。ニコニコ
北村：台北福齢RCの皆様遠路ようこそお越し下さい

ました。
井戸本：姉妹クラブ締結10周年を祝してニコニコ
永井：台北福齢RC、大阪中之島RC姉妹締結10周年記

念を祝して。ニコニコ
檜皮：締結10周年おめでとうございます。
西田：台北福齢RCの皆様ようこそお越し下さいました。
岡本：台北福齢RCの皆様ようこそ。ニコニコ
栗山：姉妹クラブ締結10周年を祝してニコニコ
前田：本日はおめでとうございます。

本日合計 : ￥60,000
累　計 : ￥643,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 37名
免除会員 0名 国内ゲスト 2名
出席者 28名 外国ゲスト 1名
欠席者 1名

出席率 96.55%
10月9日の修正出席率 85.71%

●メイクアップ
安達 昌弘 10月19日 ガバナー杯野球
満村 和宏 10月19日 ガバナー杯野球
杉村 雅之 10月19日 ガバナー杯野球

●本日のゲスト
日本舞踊 西川 梅十三 様
ミュージシャン 文音 様
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
大阪咲洲RC 小林 和由 様
台北福齢RCの会員、家族の皆様

Congratulations!11月のお祝い11月のお祝い

●誕生日
 村上 俊二 ［8日］

 山本 　肇 ［13日］

 木村 佳弘 ［21日］

 下岡 陽一郎 ［18日］

●事業所設立記念
 犬飼 直之 犬飼直之司法書士事務所［昭和7年］

 下岡 陽一郎 株式会社 シモオカ［昭和16年］

●結婚記念日
 福田 忠博 ［6日］

 村上 俊二 ［16日］

 高島 凱夫 ［23日］

 下岡 陽一郎 ［27日］

 村橋 義晃 ［29日］

針谷会員・小林会員、
お孫さんのお誕生おめでとうございます

Congratulations!


