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本日のプログラム

第1045回（本年度 第27回）例会

次回 2/5 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■上半期　新入会員歓迎会
　18：00～　例会
　18：30～　歓迎会

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員会　委員長

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪南RCより片岡様、ようこそお出で下さいま
した。また岡本会員の代理卓話で『イスラム国』を語るというタイトル
の下でお世話になります高原様、どうぞ宜しくお願い致します。

　皆さまもご存じの通り、イスラム国は、今まさに大変な状況下にお
かれており、日本人の方の安否も然ることながら、大変興味深いお話
しをお聞かせいただけるかと存じます。

本日は“ロータリーの目的”について、それ以後のことについてお話さ
せて頂きます。“ロータリーの目的”は意義ある事業の一つとして奉仕
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第 2660 地区

2014-15年度第1044回（第26回例会）
幹事報告 (1/22)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は岡本会員です。岡本会員の代理卓話と
して高原剛一郎様の「イスラム国」をお話していただ
きます。よろしくお願いします。
　本日例会終了後、第3回クラブ協議会を開催します。
各委員長ご出席のほどお願いします。

■1月24日（土）「第2回クラブ国際奉仕委員長会議」が
開催されます。

　（1）時間　9：30～11：30

　（2）場所　薬業年金会館301号室

　本年度、次年度国際奉仕委員長ご出席のほどよろし
くお願いします。

■1月29日（木）は夜例会と上半期新入会員歓迎会で
す。お間違えのないようにお願いします。

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には
次の項目を奨励することにある。

①知り合いを広めることによって奉仕の機会とす
ること

②職業上の高い倫理を保ち、役立つ仕事はすべて
価値あるものと認識し、社会奉仕する機会として
ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること

③ロータリアン一人ひとりが個人として、また事業
及び社会生活において、日々奉仕のレベルを実
践すること

④奉仕の理念に結ばれた職業人が、社会的ネット
ワークに続いて国際理解・親善を推進すること

以上が“ロータリーの目的”となっております。これら
は毎月配布されております「ロータリーの友」に、四つ
のテストと共に記載されております。大事な基本理念
ですので、ご一読頂きましてご理解頂きます様、宜し
くお願い致します。

■2月5日（木）は委員会報告です。各委員長よろしくお
願いします。

■2月12日（木）の卓話は杉村会員です。よろしくお願い
します。

■地区より「2014-15年度第2回ロータリーファミリー合
同地区献血開催のご案内」です。この活動は地区の社
会奉仕プロジェクトの一環として大阪赤十字血液セ
ンターとのタイアップにより、地区ローターアクトが長
年取り組んでいる事業で、毎年大阪の輸血用血液が
不足する夏と冬の年二回行い、500人献血を目標と
しています。今回は4箇所での同時献血を行います。

　1． 日時 2015年2月15日（日）　10：00～16：00

　2． 場所 （1）難波バス停横
 （2）イオン大日
 （3）京橋駅
 （4）樟葉駅

　3． 内容 400ml献血
 RACの活動のPR
 献血の呼びかけ、PR

　4． 登録締切は2月8日（日）まで。

■地区より「2015学年度米山奨学生受け入れについて
のお願い」が来ています。
　2月6日（金）までにガバナー事務所に受け入れ可否
を伝えます。

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）」、「地区
チーム研修セミナー」合同開催のご案内が来ていま
す。嶽下会長エレクト、各地区委員の皆様ご出席のほ
どよろしくお願いします。

　1． 日時　2015年3月7日（土）　12：30～16：45

　2． 場所　大阪国際会議場 10階会議室

地区よりの委嘱状を受ける村橋会員、高島会員、
北村会員、梅原会員



「イスラム国」をかたる

岡本 啓吾 会員、 講師 ： 高原 剛一郎 様

シリアの東側3分の1とイラクの西側3分の1を支配
下に置いて、800万人の住民の上に恐怖政治をしく
イスラム国（IS）。

これは国という名前が付いていますが、国家ではなく
スンニ派イスラム教原理主義過激派組織の名称です。

一体、中東で何が起こっているのでしょう。一言で言
うなら、イスラム教内部の対立抗争です。

イスラム教にはスンニ派とシーア派の二大宗派があ
ります。1200年間に渡り互いに自らの正統性をかけ
て血みどろの対立を続けてきました。

スンニ派の代表国家はサウジアラビア、シーア派の
代表国家はイランです。

ペルシャ湾を挟んだ両国は、知る人ぞ知る犬猿の間
柄です。サウジアラビア国内のシーア派住民は、当局
によって監視され、イラク国内のスンニ派は弾圧の
対象です。

現在のイラクとシリアの政権は共にシーア派です。

両国のスンニ派住民は弾圧されてきました。当然な
がらサウジアラビアは様々なスンニ派テロ組織に肩
入れし、イランは数々のシーア派テロ組織に援助して
きました。

このシーア派政権への逆襲エネルギーを駆って勢力
拡大し今や何者をもってしても制御不能になったガ
リバーテロ組織がISです。彼らの目的は、スンニ派イ
スラム教で統一されたイスラム国家を作り、ムハンマ
ド時代を再現することです。そうすることで、アラーの
神から繁栄の祝福を受けることが出来ると信じてい
るのです。

この数ヶ月間、世界中にイスラム原理主義過激派組
織によるテロが続いています。

昨年末にはパキスタンの学校が襲撃され、140人以
上の生徒と教師が虐殺されました。犯人はパキスタ

ンタリバン運動（TTP）でした。また先日はフランスの
風刺画新聞が襲われ12人が犠牲になりました。同じ
日にイエメンでは警察学校に爆弾テロが加えられ約
40人が亡くなりました。この2つの事件はアラビア半
島のアルカイダ（AQAP）によるものです。これらのテ
ロ組織はイスラム国のライバル組織です。

彼らはイスラム国の強大化に焦りを覚えて、テロ活動
を競い合っています。

そうしなければ、構成員がイスラム国に流れて行って
しまうからです。

イスラム国の跋扈はテロの温床となっています。

この状態はこれからも続きます。それはイスラム国を
壊滅状態に追い込める唯一の国であるアメリカが、
地上軍を投入しないと決めているからです。

オバマ大統領は一昨年二回に渡り「アメリカは世界
の警察官ではない」と宣言しました。中東のテロリス
トたちは、それに勇気づけられて活動していると言っ
てよいでしょう。日本は中東世界の情報戦で遅れてい
ます。

その意味で安倍総理がイスラエルと情報の協力関
係を結んだことは前進だと言えるでしょう。



開会の挨拶　下岡会長
【協議事項】
　2014~2015年度上半期活動報告及び下半期活動計画

第3回　クラブ協議会（2014～2015年度）
日　時：2015年1月22日（木） 例会後　13：40～
場　所：太閤園　オパールルーム
出席者：下岡、嶽下、辻（義）、吉田、北村、安達、檜皮
　　　　（敬称略）

1.クラブ奉仕委員会 村橋委員長
今年度の上半期、親睦活動委員会では、例年のクリスマ
ス家族会が盛会に行われ、会員相互の親睦が深められ
ました、下半期には、京都において一泊二日の家族会に
家族を含め多数の参加が予定されています。上半期の
新入会員として木村会員、藤本会員、村上会員を迎えま
した、新入会員研修によってロータリーの理解を深め、ク
ラブにも馴染んでこられ、今後のご活躍が期待されると
ころであります。例会運営については、会員のロータリー
歴や年齢に関係なく、例会場の受付やSAAを務めて頂い
ており、円滑な例会運営への貢献に感謝申し上げます。
下半期は、会員増強とクラブの更なる活性化に努めてま
いります。

2.会員増強委員会 木村委員長

会員増強・維持は、クラブ活動の円滑な運営、活性化に
不可欠であると一般に言われていますが。そもそも、ロー
タリークラブは、一定数の会員が確保できなければ、その
活動自体が不可能となるのです。従いまして、我がクラブ
のような少数クラブおける会員の増強・維持は、その存立
がかかっていると言っても過言ではないのであります。こ
の意味で、会員増強・維持活動は、非常に重要な活動で
あり、当小委員会のみならず、各委員会と連携のうえ、全
クラブ員の協力で推し進めたいものと考えています。とこ
ろで、今年度は1名退会し、3名入会しまたので、現在の会
員総数は29名です。そこで、本年度の目標は、30名に増
員し、一人の退会者も出さない退会者0に挑戦したいと
思っております。

3.例会運営小委員会 嶽下委員長
本年度の活動方針は、「明るく楽しい例会運営づくり」を
掲げて取り組んでいます。下半期におきましても、上半期
同様「明るく楽しい例会運営づくり」に努めてまいります。
特に、ビジターとゲストの方に満足して頂けるようお声
掛け、お見送りの充実に努めてまいります。
そして、会報部門につきましても記録誌的な役割を持っ
た紙面の充実に取り組んでいきたいと思っています。

4.親睦活動小委員会 北村委員長
4月11日～12日家族親睦会　京都（親睦懇親会・花見）
は、行程・金額等の詳細を詰めています。親睦の予算の
残りの使用、他の委員会から予算の応援頂ければ、会員
の当日負担が少しでも軽くなりますので、宜しくお願いし
ます。
・11日3時半からANAクラウンプラザ京都ホテルチェッ
クイン可能、ホテル前に2条城がありますので、当日、
早く来てお楽しみください。
・18時30分よりホテル宴会場にて親睦懇親会開始（地区
出向者の地区協議会の為、開始がこの時間となります。）
・20時45分からホテルラウンジにて2次会
・12日各自朝食後、9時過ぎ観光バスにて花見に出発、
12時前から昼食、13時過ぎから花見に出発、5時過ぎ

太閤園着後解散と予定となっています。
もし、天候が不順な時は、植物園、博物館、美術館の鑑賞
を考えています。
返事をされていない方は、お早めにお願いします。

5.会員研修小委員会 北村委員長
前半期、委員会を開催できませんでしたので、新入会員
も入会が有りましたので後半期、3月か4月に開催する予
定にしています。

6.職業奉仕委員会 福田委員長

7.社会奉仕委員会 安達副委員長

上半期の間に、社会奉仕委員会主催の主な活動は殆ど
終えていますので、すでに次年度に向けての目標に切り
替えております。次年度の東北支援の為の地区補助金の
申請も視野に入れながら台北福齢RCに対して例年通り
に働きかける予定です。と同時に、岩手県の何処に支援
していくかも模索中です。さらに、関西圏で新たな支援先
の候補につきましても現在検討中であります。社会奉仕
委員会の今後の活動に注目ください。

8.国際奉仕委員会 吉田委員長
上半期は台北福齢RCとの姉妹締結10周年記念行事を
最後に、順調に行事を終えました。下半期は1月の10日
から12日まで、ベトナム・ダナンにて人道的国際奉仕活
動を行ないました。今回はご家族を含め15名の参加を
いただきました。1月24日は第2回クラブ国際奉仕委員
長会議が行なわれ、青年海外協力隊OB、OGの方の講演
がありました。そのあとパネルディスカッション、カンボジ
ア・タイでの国際奉仕活動の紹介、地区補助金（D・G）の
説明が行なわれました。国際委員会の残る行事は、
1．2月28日地区ロータリー財団「補助金管理セミナー」
に出席して覚書の提出。

2．4月19日から21日にかけ台北福齢RCを訪問し、奨学
金授与式に参加する。

上記を残すのみとなりました。ブラジル国際大会参加は
残念ながら今回中止となりました。

9. SAA委員会 早瀬委員長
SAAは会場監督であり、その任務と役割は例会が気品と
風紀を守り円滑に効果的に行われる事であります。さらに
出席率の向上を計る為、毎週例会が楽しく次週も是非出
席したくなるような温かい会に運営していきたいと思いま
す。ただし、卓話や報告時には私語を慎むように会員に周
知徹底し、スムーズな進行を図り又ご来賓、ビジターをお
迎えするときはリラックスした親睦ムードの中で迎える様
に努めます。ニコニコの予算については目標額に到達す
るように会員の皆さまにご協力をお願いいたします。

10.会計 井戸本会計
2014年7月から12月に関する会計報告
会費収入及び新会員会費の入金状況は上期分完納さ
れている。しかし、予算額を達成していない。ニコニコに
ついては予算額を達成しているが前期実績には至って
いない。厳しい状況にある。
支出については概ね予算内に収まっている。一部委員
会については予算の消化率が80％の委員会もある。
2015年1月から7月についての会計方針
新入会員の増員を下期2名は確保が必要である。達成
出来ない場合は、支出の削減を各委員会に提案するこ
とになる。

閉会の挨拶　嶽下会長エレクト
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下岡：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ　

針谷：今日もニコニコ

高島：先週ホームクラブ欠席のお詫び

小林：新年会が続き胃がグロッキー気味ですがニコ
ニコ

北村：明日からまたベトナムです。

村上：ニコニコ

安達：おめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。

本日合計 : ￥24,000
累　計 : ￥1,061,000

●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 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 1名
出席者 19名 外国ゲスト 0名
欠席者 10名

出席率 65.51%
12月20日の修正出席率 82.75%

●本日のゲスト
ゲストスピーカー 高原 剛一郎 様

●本日のビジター
大阪南RC 片岡 利雄 様

本日のメニュー

先　附 青菜白和え　海老芝煮　くこの実
蓋　物 鮪つみれ旨煮　小芋
海鮮ちらし丼　赤出し汁

＜例会＞ 18：00～18：30
例会開会 司会進行 SAA 早瀬 道圓
開会点鐘  会長 下岡 陽一郎
ロータリーソング ソング委員 檜皮 悦子
会長挨拶  会長 下岡 陽一郎
幹事報告  幹事 辻　 義光
委員会報告
出席率報告 出席委員会 栗山 博道
ニコニコ発表 SAA
閉会点鐘  会長 下岡 陽一郎

＜歓迎会＞ 18：35～20：30
18：35 開　　会 司会進行 北村 　讓
18：36 開会挨拶 親睦委員長 北村 　讓
18：40 乾　　杯 会長エレクト 嶽下 勇治
 会食・歓談
19：15 新入会員の紹介と挨拶
  新入会員 木村 佳弘
   村上 俊二
   藤本 淳司
20：20 閉会挨拶 直前会長 山本 　肇
20：25 手に手つないで
  ソング委員 檜皮 悦子
20：30 閉　　会

上半期新入会員歓迎会
プログラム

日時：平成27年1月29日（木）
会場：太閤園　エメラルドルーム


