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2014年11月20日

本日のプログラム

第1037回（本年度 第19回）例会

次回 11/27 のお知らせ

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　東北支援事業報告
　檜皮 悦子 会員

■三世代合同例会
　12：00～　ガーデンホール

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大谷パストガバナー、地区広報委員長上場様、
大阪大手前RCより河野様、ようこそお越し下さいました。大谷パスト
ガバナーには、本日の財団委員長卓話をして頂くことになっておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。そして地区広報委員会委員長上場
様には、ロータリーフェスティバルのPRをして頂きます。　　　

先日訪問してまいりました岩手県岩泉町・野田村より、東北支援に於
きまして感謝状が届いております。皆さま、どうぞご覧いただきます様
お願い申し上げます。

11月15日、成美学寮に於きまして、三世代RC合同での餅つき大会が
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行われます。またこの度はテレビ一台を寄贈しており
ます。当日、贈呈式に於きまして目録を読み上げるこ
とになっております。社会奉仕委員長の辻さんをリー
ダーとして行っていただきます。皆さまのご参加をど
うぞ宜しくお願い致します。

11月27日、大阪中之島RCをホストクラブとして、三世
代合同例会を開催致します。現段階では100名ほど
の登録がございます。我がクラブの出席は95％ほど
となっております。皆さまのご協力をお願い致します。

2014-15年度第1036回（第18回例会）
幹事報告 (11/13)

幹事  辻　 義光

■本日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をお迎えしての卓話です。

■本日例会終了後に第6回12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。

■11月15日（土）成美学寮にて餅つき大会です。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。今回は約100
名ほどの参加予定です。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。

本日のメニュー

先　附 秋刀魚南蛮漬け　玉葱　人参　洗い葱
造　り 二種盛り　芽物一式
蓋　物 鯛あら焼きちり蒸し
 豆腐　占地　菊菜　紅葉卸し
焼　物 鰆西京焼　渋皮栗甘露煮
 出汁巻き玉子　海老芝煮　檸檬
食　事 白御飯　香物
止め椀 赤出汁

理事（会長）
理事（直前会長）
理事（会長エレクト 例会運営小委員会）
理事（副会長　会長ノミニー）
理事（会場監督）
理事（幹事）
副幹事
副幹事
理事（会計）
会計監査
理事（クラブ奉仕）
理事（職業奉仕）
理事（社会・青少年奉仕）
理事（国際奉仕）
理事（会員増強・維持小委員会）
理事（親睦活動小委員会）
理事（会員研修小委員会）

嶽下 勇治
下岡 陽一郎
村橋 義晃
井戸本 泰次
北村 　譲
檜皮 悦子
杉村 雅之
辻　 義光
永井 俊行
下岡 陽一郎
井戸本 泰次
小林 俊明
安達 昌弘
辻　 一夫
辻　 義光
西田 末彦
針谷 紘一

決定
決定
決定

決定

決定

2015-16年度 理事・役員 候補者

次々々年度会長
次々年度の幹事
次年度の会計
次年度のSAA

次年度の理事

井戸本 泰次
杉村 雅之
永井 俊行
北村 　譲
小林 俊明
安達 昌弘
辻　 一夫
辻　 義光
西田 末彦
針谷 紘一

ただし副幹事、会計監査はクラブ役員ではありません。

2014-15年度 指名委員会による指名



ロータリー財団月間に寄せて

檜皮 悦子 委員長、 講師：大阪西南ＲＣ パストガバナー　大谷 透 様

ロータリー財団に親しみを感じて頂くため、先ずロータリー
財団の父と云われているアーチ・クランフの人となりに触
れて見たいと思います。彼は1869年6月6日、ペンシルバニ
ア州の貧しい家庭に生まれ、12歳のとき、家計を支えるた
めに学校を中退。クリーブランドの社会福祉施設で夜学に
通いながら学力の不足を補い、16歳でクリーブランドの
Cuyahoga Lumber Company に給仕として1日1ドルの給
料で雇用されましたが、次第に昇進を重ね、28年後（44歳）
にはその会社の社長に就任。クリーブランド市からオハイ
オ全州に亘っての経済人として活躍するようになりました。

　一昨年RIの会長：田中作治さんが、中学を卒業して集団
就職で新潟から上京し、能力が認められて田中家の家業を
継ぎ、製紙販売業を大成功させ、遂にはRI会長までされた
話と重なり、我々日本人にも親しみを感じます。

＊比類なきロータリーへの貢献

・1911年（42歳）：Cleveland RCのチャーター・メンバー
としてRotarianとなり、その翌年にクラブ会長（43歳）。
会長終了時の卓話で、緊急事態に備えた非常時基金
（emergency fund）の必要性を訴えました。

・1914年(45歳)：国際ロータリー理事　

・1915年(46歳）：アーチ・クランフの書き上げた全ロー
タリー・クラブのための標準ロータリー・クラブ定款・細
則が採択。

・1916～17年度（47歳）：国際ロータリー会長
アトランタ国際大会で、『ロータリーが基金をつくり、全
世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野で
何かよいことをしようではないか』“doing good in the 
wor ld ”という提案をし、採択され、最初の寄付金
$26.50をミズーリ州カンザス・シティーRCから受領。

・1928年（59歳）：ミネアポリス国際大会が財団の強化
策を決定したとき、基金は米貨5000ドル以上となって
おり、ロータリー財団と改名。

・その後ロータリー財団管理委員を5年間務め、幸運な
ことに、彼の存命中に自分の創設したロータリー財団
が着実に育っていく姿を見届け、1951年6月3日（82
歳）：没。

アーチ・クランフ語録

・『寝てもさめてもロータリー』
“Thinks Rotary, sleeps Rotary, and dreams Rotary”
（1912～13年度Cleveland RC会長）
Ron Burton氏のEngage Rotaryと重なる

・『ロータリーが基金をつくり、全世界的な規模で慈善・
教育・その他社会奉仕の分野で何かよいことをしよう』
“doing something good in the world”（1917：RI会長）

・『われわれはこの財団を、今日明日の時点ではなく、何
年、何世代の尺度で見つめるべきである。なぜなら、
ロータリーは幾世紀にもわたる運動だからだ。』
（1928Minneapolis）
“Rotary is a movement for the centuries”

・『ロータリー財団は、レンガや石の記念碑を建てるもの
ではない。たとえ、大理石に碑銘をきざんだとしても、や
がてはくずれてしまうだろう。真鍮を使ったとしても、い
つかは汚れてしまうだろう。だが、心の中に碑銘をきざ
むなら、そしてロータリー精神と、神をおそれ同胞を愛
する気持ちを吹き込むならば、われわれがきざんだも
のは永遠に輝き続け、文明の続く限り、ロータリーを不
滅のものとするだろう。』

このように、若きアーチ・クランフの情熱が多くのロータリア
ンの共感を得て始まったのがロータリー財団で、資金が最
初に使用されたのは奨学金でした。その後多くのRotarian
の助言や提案、希望などに支えられて、運用法の改善が重
ねられ、昨年度から新たにFVPがスタートしました。

重点項目はポリオ根絶、平和フェロー、清潔な水の供給、飢
餓・貧困の解消、識字率の向上、病の克服。これらは平和の
ための「武器を用いない」戦争であり、田中作治会長の
「Peace through Service」は昨年度で終わったわけではあ
りません。　

ロータリー財団は設立以来、Rotarianの奉仕活動の牽引車
的役割、又は後押し機関車的役割をその使命と考えてきま
した。そのエンジンを動かす「燃料」が我々の寄付金ですか
ら、ロータリアンとして分に応じた燃料供給への協力が期
待されています。中之島RCの皆様には本年も是非平均一
人当たり年次寄付（$150以上）とポリオ特別寄付（$50）を
よろしくお願いします。



日　時：2014年11月13日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・辻（義）・嶽下・山本・早瀬・村橋・井戸本・檜皮 　以上8名（敬称略）

2014-2015 年度 第6回　12月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）

体調不良の為、皆様にご迷惑をおかけいたします。

審議事項
1. 三世代合同例会の件

大阪中之島RC下岡会長　開会の挨拶

大阪天満橋RC小寺会長　謝辞

大阪大手前RC金高会長　閉会の挨拶

2. 災害支援のための積立募金の件
地区災害支援委員会より積立募金のお願い

年間一人当たり1,000円 クラブ災害支援積立金より

調達する　⇒［ 承認 ］

3. ロータリーフェスティバルの件

2015年5月5日中之島中央公会堂その周辺に地区内

のロータリアンの集い

ロータリーフェスティバル担当者　檜皮会員

　⇒［ 承認 ］

ロータリーフェスティバル1人当たり2,000円の協力金

下半期の会費より徴収　⇒［ 承認 ］

4. 年間行事予定の件
変更：11月20日（木）山本規定情報委員長⇒代理卓

話「2014年度、東北支援事業を終え」担当檜皮会員

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）

数多くの審議事項お疲れ様でした。

【’1５年2月 行事予定】　（世界理解月間）
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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1046

1047

1048

1049

28

29

30

31

委員会報告

卓話

国際奉仕委員会クラブフォーラム

卓話

第9回3月度理事会

各委員会・SAA・会計

卓話担当：杉村会員

国際奉仕委員会：
吉田委員長

卓話担当：高島会員

【’14年12月 行事予定】　（家族月間）
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）

20日（土）

25日（木）

1039

1040

-

1041

-

21

22

-

23

-

卓話：自己紹介

年次総会

例会期日変更 ⇒ 12/20（夜例会）

クリスマス家族会

休会③

卓話担当：木村佳宏会員、
村上会員、藤本会員

（次年度理事・役員決定）

夜例会

第7回1月度理事会

【’15年1月 行事予定】　（ロータリー理解推進月間）
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

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

-

1042

1043

1044

1045

-

24

25

26

27

祝日

会長・幹事新年挨拶　　　　　　

卓話

卓話

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会

第3回クラブ協議会

下岡会長・辻義光幹事

卓話担当：満村会員

卓話担当：岡本会員

夜例会

睦輪会

12/5（金）～6（水）
　地区大会



社会奉仕委員長　辻 一夫

11月15日、奈良市柳生の里の「成美学寮」にて、もちつ
き大会を実施しました。

例年とちがって、大阪天満橋、大阪大手前ロータリーク
ラブのご参加をいただき総勢70名余りの規模となりま
した。

餅つき前には、4K液晶テレビ55型1台の贈呈式が3クラ
ブ合同で行われました。子供達のうれしいそうな顔が印

成美学寮への餅つき支援

象的でした。

寮長のご挨拶にもありましたが、「もう何回目なのか、わ
からない」ほど重ねられた行事ですが、今年は殊の外、
充実したものとなりました。元気なロータアクト達も参加
して二臼つきましたが、きな粉餅とあん餅に大きなお腹
の下岡会長はじめ参加者全員が舌鼓を打ちました。

本当に、楽しく意義のあるひと時でした。



親睦委員会より今後の予定
クリスマス家族会［2014年12月20日］
　会場：太閤園 桜苑 18：00開始～20：30終了予定
春の親睦懇親会［2015年4月11～12日］
　11日 親睦懇親会
　　会場：ANAクラウンプラザホテル京都
　　　　 18：30開始予定
　12日 花見見物
　　18：00太閤園着、解散予定

高槻東RCより上場 俊哉様がお見えになりました。

ニコニコBOX13
11

下岡：パストガバナー大谷様、ようこそお越しください
ました。卓話よろしくお願いします。

嶽下：パストガバナー大谷様、ようこそお越しください
ました。

辻（義）：大谷パストガバナーをお迎えして。ニコニコ

針谷：パストガバナー大谷様、ようこそお越しください
ました。

高島：パストガバナー大谷様、財団卓話よろしくお願
い申し上げます。

村上：ニコニコ

小林：パストガバナー大谷様、ようこそお越しください
ました。ニコニコ

井戸本：大阪城の木々も色づき始めました。ニコニコ

檜皮：パストガバナー大谷様、本日はどうぞよろしくお
願いいたします。

地区広報委員長　上場俊哉様：
5月5日、ロータリーフェスティバルへのご協力、
よろしくお願いいたします。

本日合計 : ￥26,000
累　計 : ￥711,000

●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 0名
欠席者 6名

出席率 79.31%
10月23日の修正出席率 96.42%

●メイクアップ
松任 保勇 10月30日 姉妹クラブとの懇親会
山本 　肇 10月30日 姉妹クラブとの懇親会

●本日のビジター
大阪西南RC （ゲストスピーカー）大谷 　透 様
高槻東RC 上場 俊哉 様
大阪大手前RC 河野 裕一 様


