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本日のプログラム

第1043回（本年度 第25回）例会

次回 1/22 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　総合紛争解決センターに
　　　　ついて
　満村 和宏 会員
■2月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　高原 剛一郎氏
　　　　「イスラム国」を語る
　講師　高原 剛一郎 様
　岡本 啓吾 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、新年明けましておめでとうございます。

旧年中は皆さまのご協力・ご支援を賜りまして頑張って参りました。

残り半年、全力で頑張って参りたいと思っておりますので、引き続き
皆さまのご協力を宜しくお願い申し上げます。

本日は卓話がございますので、その際にお話しをさせて頂きます。



ロータ
リーに

2014
-2015

年度

国際ロ
ータリ

ーテー
マ

輝きを

大阪中
之島ロ

ータリ
ークラ

ブ
国際ロ

ータリ
ー

第 2660 地区

2014-15年度第1042回（第24回例会）
幹事報告 (1/8)

幹事  辻　 義光

■本日2015年、最初の例会です。
　下岡会長、辻幹事より新年の挨拶をいたします。

■1月15日（木）の卓話は満村会員です。よろしくお願い
します。
　1月15日（木）第8回2月度理事会が開催されます。理
事、役員の皆様ご出席のほどよろしくお願いします。

■1月22日（木）の卓話は岡本会員です。よろしくお願い
します。

■地区より「第2回クラブ国際奉仕委員長会議開催の案
内」が来ています。

　（1）日時　2015年1月24日（土） 9：30～11：30

　（2）場所　薬業年金会館 301号室

　国際奉仕委員長ご出席のほどよろしくお願いします。

■地区より「地区ロータリー財団補助金管理セミナーの
ご案内」が来ています。
　財団補助金プログラムに応募するためには地区財団
委員会が主催する「補助金管理セミナー」への出席
と、クラブ覚書の署名・提出が必要です。
　次年度へ向けて嶽下会長エレクト、村橋会長ノミ
ニー、ご対応よろしくお願いします。

　1．申込日時　2015年2月6日（金）必着

　2．開催日時　2015年2月28日（土）14：00～

　3．開催場所　OMMビル2階1-5会議室

本日のメニュー

・蕪　エビ　ホタテ貝のマリネ
・牛フィレステーキ　グリーンペッパーソース
・ミモザサラダ、コーヒー、パン

▲お誕生日のお祝い：左より北村 讓親睦委員長・下岡 陽一郎会長・
　辻 義光会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より岡本 啓吾会員・下岡 陽一郎会長

米山奨学生選考委員の委嘱状を受ける高島会員



会長　下岡 陽一郎
　皆さま、新年明けましておめでとうございます。

私事ですが、半年前より体調不良にも関わりませず、
皆さまから温かい労いの言葉を頂戴し、また色々な
手助けをして頂き、この場をお借りしまして厚く御礼
申し上げます。

　本来ならば涙がポロポロと出たいところですが、ド
ライアイなものですから（というのは冗談ではござい
ますが）、涙も出ず申し訳けございません。

　今年度の我がクラブのテーマは、“気付きと明るい
挨拶”とさせて頂きました。会員一人ひとりがお互い
に関心を持ち合い、気付き合うことから親睦の輪を
広げて参ります。誰かが困っていることに気付けば手
を差し伸べ合い、顔を合わせれば明るい笑顔で
“やぁ”と声を掛け、お互いが心を燃え上がらせていく
というテーマを掲げさせて頂いております。

　残り約半年ですが、このテーマを下に、皆さまと頑
張っていきたいと思います。

　昨年7月～12月の上半期の主な行事と、後半の主
な行事について述べさせて頂きます。

 まず上半期に3名の方が入会されました。嶽下会員
のご紹介で木村さん、福田会員のご紹介で村上さん、
早瀬会員のご紹介で藤本さん、この3名の方が新入
会員となられました。

　今年度はメイキャップを含めて100％の出席率に
至っておりません。93.6％という数字が、現在のとこ
ろ一番多い出席率となっております。少なくとも数回
は、メイキャップも含めて100％の出席率になります
様、ご協力を宜しくお願い致します。

　2017年・18年度のガバナー候補に、大阪東RCの
片山様が候補として地区より報告を受けております。

　7月6日に会長・幹事方針を述べさせて頂きました。
その日にシドニーの国際大会の報告もさせて頂きま
した。

新年の挨拶

会長 下岡 陽一郎、　幹事 辻 義光

8月会員増強拡大月間ですが、9日に淀川花火大会
を予定しておりましたが、天候の影響により中止と
なってしまいました。その家族会が4月に京都にて行
われる予定をしておりますので、夫婦揃ってのご参加
をお待ちしております。そして30日は地区財団セミ
ナーが開催されました。

9月新世代の為の月間でした。9月6日、2660地区の
野球大会が開催されました。今回我がクラブは2位と
いう形で終えることが出来ました。今まで2位になっ
たことはなかったと思います。今回は相手チームが棄
権したりなどの好機に恵まれたのも幸いしたのだと
思います。そして18日臨時総会・決算報告をさせて
頂きました。

　10月職業奉仕・米山月間でした。この月は行事等
たくさんございましたので忙しい月となりました。9日
米山奨学委員会卓話に於きまして、地区より近藤委
員長がお越しになられました。16日ガバナー訪問日、
18日インターシティーミーティングが行われました。

　30日台北福齢RCとの姉妹締結10周年記念式典
及び懇親会が行われました。31日京都観光で懇親会
が引き続き行われました。

　11月ロータリー財団月間ですが、次年度理事・役
員候補を発表致しました。３・４日東北支援に於きま
して、岩泉町及び野田村を訪問し、和太鼓等を寄贈し
て参りました。15日3世代合同で成美学寮の餅つき
大会を開催し、4Kテレビを寄贈して参りました。27日
3世代合同例会を開催致しました。

　12月家族月間です。次年度の理事・役員を決定致
しました。5日・6日は地区大会が開催され、小椋佳さ
んのコンサート等もありました。20日クリスマス家族
会が太閤園にて行われ、和気藹々と楽しい家族会に
なりました。以上が上半期に行われました行事につい
てのご報告とさせて頂きます。

　今後の予定・計画と致しまして、1月10日～13奥様
方も含めた16でベトナムダナンへ医療支援・腎臓支
援についての下見をして参ります。

　29日は上半期新入会員歓迎会が太閤園にて行わ
れます。

　2月世界理解月間であり、19日国際奉仕委員会ク
ラブフォーラムがございます。3月向上月間であり、7
日にペッツ、地区チーム研修セミナーには会長エレク
トなどの参加を頂きます。

　4月は11日地区協議会、そして11日～13日京都に
於きまして家族会が行われます。26日27日は台湾へ
訪問となっております。奨学金の授与式が行われ参
加する予定になっております。5月6月は主に卓話と
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下岡：本年もよろしくお願い申し上げます。
山本：おめでとうございます。

会長、幹事役員の皆様、後半年頑張ってください。
嶽下：あけましておめでとうございます。ニコニコ
辻（義）：本年もよろしくお願いいたします。
辻（一）：あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。
吉田：あけましておめでとうございます。ニコニコ　
早瀬：謹賀新年、ニコニコ　
針谷：HAPPY NEW YEAR
高島：今年もよろしくお願いします。
犬飼：おめでとうございます。ニコニコ
小林：あけましておめでとうございます。皆様にとりよ

い年であること祈念して。ニコニコ
北村：今年もよろしくお願いします。昨年クリスマス会

ではご協力ありがとうございました。
永井：あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いします。
村上：ニコニコ、おめでとうございます。
木村（佳）：今年もお世話になりますが、よろしくお願

いします。ニコニコ
村橋：新年を迎えてニコニコ、本年もよろしくお願い

します。
西田：あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いします
岡本：新年おめでとうございます、ニコニコ
栗山：あけましておめでとうございます。ニコニコ
藤本：あけましておめでとうございます
名誉会員 前田：あけましておめでとうございます。

会員の皆様より年賀状を頂き有難うございまし
た。お礼方々例会に伺う予定でしたが、あいに
く業界の新年会と重なり出席できません。
どうぞ今年もよろしくお願いします。

本日合計 : ￥65,000
累　計 : ￥1,013,000

●出席報告
会員数 29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 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 82.75%
12月4日の修正出席率 89.65%

●メイクアップ
安達 昌弘 12月  6 日 地区大会
栗山 博道 12月  6 日 地区大会
杉村 雅之 12月  6 日 地区大会

幹事　辻 義光
皆様、新年明けましておめでとうございます。

大阪中之島RCの幹事を仰せつかり、右や左も分からず
見よう見まねで皆様に助けられての半年間でした。

実際に会長とともにいろいろなロータリー行事を滞りな
く処理することの大変さを身をもって経験させていただ
きました。この半年間で以前に比べよりいっそう積極的
にロータリーに関わることで、新たな出会いも生まれま
した。

今までにも増してロータリーの素晴らしさを実感しました。

前半では10月の台北福齢RCと姉妹締結10周年事業、
11月の三世代合同例会など大きな事業があり、後半も
1月ベトナム医療支援事業、4月台北福齢RCとの奨学金
授与式、6月サンパウロの国際大会と海外への参加事
業がありますが、何とか乗り越えていければと思ってい
ます。

あとの半年間、次年度の嶽下会長エレクト、檜皮副幹事
にスムーズに引き継げるように心がけていく所存です。

引き続き皆様のご協力、ご支援のほど、よろしくお願い
いたします。

なっており、6月7日～10日サンパウロにて国際大会
が開催されます。

　残り6か月ではございますが、皆さまのご協力を頂
きながら、ゴールを目指したいと思っております。どう
ぞ宜しくお願い致します。


