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本日のプログラム

第1036回（本年度 第18回）例会

次回 11/20 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　Ｒ財団委員長卓話
　講師：パストガバナー　大谷 透 様
　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 : 「日も風も星も」
●卓話　Ｒ規定情報委員長卓話
　山本 肇 委員長

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪RCより渡辺様、大阪鶴見RCより木村様、
大阪城北RCより弓場様、米山奨学生の郭名純様、ようこそお出で下さ
いました。どうぞごゆっくりご歓談下さいませ。

　10月30日より11月3日まで様々な行事がございました。まず、10月
30日は台北福齢RCとの締結10周年記念事業を行いまして、台湾よ
り37名のRC関係の方々がお越しになられ、益々友情の輪が広がって
参りました。友情から家族ぐるみへと発展し、非常に和気藹々とした
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会になったと思います。

31日は京都観光等を行い、桂離宮へは24名の台北
の方々を中心に観光させて頂き、井戸本会員には大
変お世話になりました。その後、京都御所組と合流
し、祇園ちもとへと無事に到着致しました。ちもとに於
きまして、盛大な歓迎会をさせて頂き、早瀬会員には
大変お世話になりました。

　1日は鶴見RC30周年の記念行事が行われました。
4時から9時までの盛りだくさんの行事がありました。
その際に、台北の姉妹クラブ華朋RCとの調印式を兼
ねることができ、福齢からお越しになられていました
ヘンリー氏から姉妹クラブ締結における経緯を説明
して頂きました。

そして1日、2日は、我がクラブ名誉会員の堀口会員
の通夜及び告別式がございました。大勢の中之島の
皆様にお別れをして頂きました。

　3日、4日の両日は東北支援へ行って参りました。今
回は岩泉町と野田村におきまして、台北福齢RCとの
合同支援を行って参りました。野田村には中学生へ
太鼓を寄付いたしました。その太鼓を使って47名の
生徒さんが歓迎のために演奏をして下さいました。
『道』というオリジナル曲で、その中の“いざ歩まん”と
いう曲を青年が力いっぱい心をこめて演奏する姿に
感動致しました。

東北支援におきまして、まず1年目は原釜幼稚園へ、
2年目は大槌町及び陸前高田市へ、3年目は大槌町
及び大船渡市へ行かせて頂きました。今回は青森県
に近い、岩泉町と野田村へ行って参りました。トータ
ルで500㎞以上移動致しました。岩手県は非常に大
きな県でありまして、四国を少し小さくしたくらいの大
きな県です。この1週間たくさんの行事がございまし
たことをご報告致します。

2014-15年度第1035回（第17回例会）
幹事報告 (11/6)

幹事  辻　 義光

■本日は委員会報告です。各委員長よろしくお願いしま
す。

■11月8日（土）「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」がホテル
ニューオオタニ大阪で行われます。
　時間は13時～16時、郭名純さんが発表します。
　ぜひ皆様たくさんの応援よろしくお願いします。

■11月13日（木）ロータリー財団月間として地区ロータ
リー財団顧問の大谷透パストガバナーの卓話です。
皆様必ずご出席のほどお願いします。

■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

■11月27日（木）は三世代合同例会です。皆様必ずご
出席のほどお願いします。

■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～11月25日となっています。
　嶽下会長エレクトよろしくお願いします。

本日のメニュー

・オードブルヴァリエ
  ラタトュイユ・スモークサーモン　フォアグラクロスティーニ
  小海老のマリネ
・牛フィレ肉ステーキ 温野菜添え
・メスクランサラダ、コーヒー、パン



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、
職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、会計

クラブ奉仕委員会　村橋委員長
クラブ奉仕委員会は、会員増強・維持小委員会、例会運
営小委員会、親睦活動小委員会、会員研修小委員会の
四小委員会を中心に活動しております。
今年度の上半期、新入会員として木村会員、藤本会員、
村上会員を迎え、下半期に向けて、小委員会の其々の活
動を通じて、クラブの更なる活性化と会員増強に努めて
まいります。

会員増強委員会　木村委員長
本年度は、会員総数27名でスタートしました。黒田康子
会員が退会（逝去）になりましたが、一方で、木村佳弘会
員、藤本淳司会員及び村上俊二会員が入会されたため、
結局、2名の純増となり、現在の会員総数は29名です。
30名の大台まであと1名であります。
今年度中に30名の大台を達成できるようがんばりましょう。

例会運営委員会　嶽下委員長
今回の報告は、特に大きなものはありませんが、引き続
き「明るく楽しい例会運営」に努めていきたい。
①出席部門では、少し出席率が悪くなっていますので、
少しでも出席しやすい雰囲気を作っていきたい。

②プログラム部門では、親睦委員会と共同で会員間

親睦活動委員会　嶽下委員長
夏の家族会として、花火大会を計画しましたが、台風の
影響で中止となりました。皆様方には大変ご迷惑をおか
け致しました。
　秋の行事と致しまして、10月30日に台北福齢RCとの
姉妹締結10周年記念式典が開催され、記念祝賀会を実
施いたしました。早瀬実行委員長はじめ会員皆様方のご
協力を頂き盛大に実施することができました。ありがとう
ございました。
　冬の家族会は、12月20日にクリスマス家族会を計画
しています。ご家族揃って参加いただきますようお願い
致します。
春の家族会は、来年4月に家族会を計画中です。皆様ご
家族共々沢山のご参加をお願い致します。

職業奉仕委員会　福田委員長
ロータリーは、友情とビジネスを混ぜ合わせると友情も
ビジネスも増えるのではないか、という考えの基にポー
ル・ハリスによって創立された。その後、ロータリーの目
的や存在意義に関して色々の変遷があり、現在ではロー
タリーの目的は意義ある事業の基礎として、奉仕の理念
を奨励し、これを育むことにあるとなっています。
したがって、奉仕の理念、すなわち、人のニーズを良く汲
み取ってそのニーズを理想的な型で満たすことが強調
されて、創立時のビジネスを増やすという理念を忘れが
ちですが、大阪中之島ロータリークラブでは、この創立時

の親睦を一層深めていけるよう工夫を重ねていき
たい。

③ソング部門では、心に余裕をもって笑顔で例会を過
ごせるような雰囲気づくりに努めていきたい。
④会報部門は、各種行事等の報告にも写真を多く掲
載するなど、見やすい週報となってきており、引き
続き週報の充実に努めていきたい。
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米山奨学生 米山留学生 郭 名純（カク メイジュン）

会計報告　井戸本会計
10月末での予算実行については予算と実行額には大き
な誤差は生じていない。しかし、予算組において前期会
員数30名超を予定しており会員増強をお願いします。ニ
コニコにつきましても10月末において約64万円であり、
より一層の協力が望まれます。後期会費の納入について
は期日内納入をお願いいたします。

国際奉仕委員会　吉田委員長

○10月30、31日の台北姉妹クラブ締結10周年記念行
事が成功裡に終わりましたこと、早瀬実行委員長他皆
様方、心からお喜び申し上げます。次の行事は来年1
月10日、日本を発ってヴェトナムダナンを訪問する医
療機器支援事業です。地区補助金から20万円、大阪
中之島RCから20万円で支援します。今回訪問時は以
前から依頼があります孤児支援のクァンホオン寺も訪
問する予定です。参加者は下岡会長、同行者の家族を
含め15名です。

○大阪中之島RCは大阪鶴見RCと台北華明RCとの姉妹
クラブ締結のお手伝いを致しまして、11月1日には締
結式典が大閣園にて実施されました。

○来年5月30日出発の2015年サンパウロ世界大会に

の理念を大切にして職業による奉仕で皆の為に尽くす
よう努力しましょう。

は、今のところ参加者は下岡会長はじめ家族を含め7
名で、既に登録をすませました。ブラジルは遠方では
ありますが、めったにない機会でありますからさらなる
参加希望者をお待ちします。

○台北福齢RC支援事業として奨学生に今年度20万円
を支援します。第2回目です。

○10月30、31日の10周年行事の席上、ヘンリーさんか
らご案内のありました台北福齢RCのチャーターナイト
が来年4月19日に行なわれます。大勢で参加しましょ
う。ノートしておいて下さい。

○以下は現在進行中の計画で檜皮次期幹事からの報告
です。台北福齢RCが実施国提唱クラブ、大阪中之島
RCが共同提唱クラブとして、台湾国内での識学率向
上分野でグローバル補助金を申請しました。両クラブ
共初めての試みで多々難しい面も有りますが努力し
ております。



社会奉仕委員会  辻 一夫 委員長東北支援（岩手県方面）活動の報告
初日11月3日は祭日でもあ
り、たいへんミルキーなソフ
トクリームを小岩井農場で
味わい、宮沢賢治記念館で
は、メルヘンチックな世界に
ひたり、また、その周辺に展
開する紅葉に感動。「イケイ
ケどんどん！まだまだ！もう一
つ!!」の掛け声の椀子そばで

東北を満喫ならぬ満腹した次第。

2日目は、先ず岩手県下閉伊郡岩泉町役場を訪問、町長
から感謝状をいただくとともに、町の現状を聴かせてい
ただき、まだ仮設の小元小学校、中学校を訪問。支援の
書架、ホワイトボード、ヤマハのマーチングクオード等の
活用の実態を聴かせていただきました。町の自慢日本
三大鍾乳洞龍泉洞にも案内いただき、自然の神秘にも

触れさせてもらいました。

そして、更に二時間以上を掛けて、海に近い野田村を訪
問。この村は、津波の被害が大きく、子供達には、お金が
回りにくい現状を聴かせていただきました。また、地元
紙の取材を受けつつ、感謝状をいただきました。

そして校庭に仮設住宅が並ぶ野田小学校、中学校を訪
問。未だ厳しい教育環境、寄贈した長胴太皷の披露を
兼ねて創作曲「路ーいざ歩まん」を演奏してくれました
が、その半分程が太皷の代用品であるタイヤと青竹を
打ってのものでした。生徒達の元気な演奏に深く感動し
つつ今後の私達の支援のあり方を考えさせられました。
その他、柔道着や野球道具の支援のお礼の手紙もたく
さんいただきました。

体調不良をおして、リードした下岡会長以下6名の活動
報告でした。



大阪中之島RC・台北福齢RC 姉妹クラブ締結10周年記念 京都観光



米山奨学生スピーチコンテスト出席報告
開催日時：2014年11月8日　土曜日　13：30～15：30
開催会場：ホテルニューオータニ　アイリス

　RI2660地区の「第5回米山奨学生 ふれあいスピーチ
コンテスト」が開催され、今年度の米山奨学生から10名
の出場者が参加して「米山奨学生になって感じた事」を
主題に其々の所感を一人7分間に纏めて、流暢な日本
語でのスピーチを行いました。

　米山記念奨学会常務理事である若林PG、地区米山奨
学部門顧問の岩田PG他3名の審査員による審査が行わ
れ、最優秀賞には、大阪咲洲RC馬 恵英さんが選ばれ、
他に優秀賞、特別賞が3名の奨学生に贈られました。

　我クラブがお世話をする郭 名純さんのスピーチの応
援に高島会員、辻幹事、吉田会員との4名が応援に駆け
付けましたが、残念ながら入賞は叶いませんでした。

10名のスピーチは、何れも素晴らしい日本語で、国際色
豊かな学生が母国を離れながらも懸命に将来への階

段を登って行こうとする心情を感じさせられた内容であ
り「ロータリー米山」の意義を再考させる機会でもありま
した。

米山奨学生カウンセラー　村橋 義晃
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下岡：東北支援6名参加いただき有難うございました。

山本：東北支援事業、ご苦労様でした。

嶽下：東北へ行かれた皆様、大変お疲れ様でした。

村橋：福齢10周年記念例会盛会R、有難うございました。

辻（一）：11月3日～4日東北に行ってまいりました。楽
しい小旅行でした。お世話になりました。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：先週の記念式典、無事終わりよかったですね。
特に実行委員長の働きご苦労様でした。

針谷：ニコニコ

高島：姉妹クラブ締結10周年事業、ご苦労様でした。

井戸本：お写真頂き有難うございます。ニコニコ

木村（佳）：結婚記念日にお花をお送りいただき、妻も
喜んでいました。有難うございました。

檜皮：東北の支援事業を終え、生徒たちに寄贈した楽
器の演奏には感動いたしました。

栗山：ニコニコ

大阪鶴見ロータリークラブ様：

11月1日の30周年記念式典には多数ご出席い
ただき有難うございました。
また華朋RCとの姉妹締結には、大変お世話に
なりました。

本日合計 : ￥42,000
累　計 : ￥685,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 3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 23名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 79.31%
10月16日の修正出席率 92.85%

●メイクアップ
松任 保勇 10月19日 ガバナー杯野球
岡本 啓吾 10月23日 大輪ゴルフ

●本日のゲスト
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
大阪RC 渡辺 岳夫 様
大阪城北RC 弓場 伸二郎 様
大阪鶴見RC 木村 和雄 様

▲お誕生日のお祝い：左より木村 佳弘会員・村上 俊二会員・
　下岡 陽一郎会長・山本 肇会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より犬飼 直之会員・下岡 陽一郎会長

▲結婚記念日のお祝い：左より村橋 義晃会員・村上 俊二会員・
　福田 忠博会員・下岡 陽一郎会長・高島 凱夫会員


