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2014年2月12日
第1047回（本年度 第29回）例会

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪北RCより宮野様、大阪鶴見RCより大見
様、米山奨学生の郭様、辻幹事のご紹介の井本様、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。

　3日は節分でした。まだまだ春めいては来ませんが、二・三週間もす
れば梅の花が咲き、春の訪れを感じることが出来ることと思います。

　先日大きなニュースが飛びこんで参りました。昨年度より大阪中之
島RCはグローバル補助金委員会を発足し、台北福齢RCと共同でグ
ローバル補助金を使用し、台湾の貧困家庭の生徒への、個別補習授

本日のプログラム

次回 2/19 のお知らせ

♬SONG : 「雪」
●卓話　国際奉仕クラブフォーラム
　吉田 了 委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　polio撲滅とロータリークラブ
　杉村 雅之 会員
■第1回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第9回 3月度理事会
　13：40～　サファイアルーム
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2014-15年度第1046回（第28回例会）
幹事報告 (2/5)

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。

■来週2月12日（木）、11：30より2015-16年度第1回ノ

業のプロジェクトに取り組んで参りました。先日2月3
日にロータリー財団TRF＝The ROTARY Foundation
より補助金が承認されたという連絡が入りました。日
本円で約500万強、正確には＄45,015補助金を頂く
ことになり、今年度2660地区82クラブの中で2番目
の承認です。

グローバル補助を頂くということに関しては審査が
大変厳しく、台北福齢RCより早速感謝のメールを頂
きました。今後プロジェクトが始まれば、我がクラブも
支援地区・学校視察などが義務付けられることとなり
ます。このことによって、幾度かの台湾訪問となること
が予想されます。皆さまの御協力なしでは到底この
事業を進めることはできません。皆さまのご協力を宜
しくお願い致します。

　4月19日～21日、台北福齢チャーターナイトを兼
ねて、19日に奨学金の授与に参ります。20日は観光
と致しまして、日月湖という台中に程近い湖へ行く予
定にしております。台湾を代表する日月湖は、台湾最
大の淡水湖であり、明け方は幻想的な雰囲気に囲ま
れ、また蒋介石がこよなく愛した湖としても知られて
います。26年間で100回以上も訪れ、数多くの海外
の友人を招いておられます。今もなお、その湖畔には
蒋介石と縁の深い、台湾先住民族のサオ族が暮らし
ています。

蒋介石の別荘は現在ホテルとして改築・改装され、そ
のホテルへ宿泊する予定になっております。非常に
静かな湖畔に佇むホテルであり、台湾1・2とも言わ
れるホテルでございます。参加お申込みされていらっ
しゃらない方も、是非この機会にご参加頂ければと
思います。

ミニー理事会があります。次年度理事、役員の皆様ご
出席のほどお願いします。また例会終了後、3月度理
事会があります。本年度理事、役員ご出席のほどお願
いします。

■来週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。

■2月は世界理解月間です。2月19日（木）、国際奉仕委
員会クラブフォーラムです。

　吉田国際奉仕委員長よろしくお願いします。

■2月26日（木）の卓話は高島会員です。よろしくお願い
します。

■「第2回クラブ社会奉仕委員長会議開催のご案内」が
来ています。今年度、次年度各社会奉仕委員長ご出
席のほどお願いします。

　1． 日時　2015年3月28日（土）10：00～12：30

　2． 場所　薬業年金会館 601号室

本日のメニュー

・パテカンパーニュと生ハムの盛り合わせ
・真鯛と小海老のポワレ　ソースクリスタッセ
・グリーンサラダ、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、例会運営小委員会、親睦活動委員会、
会員研修委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計

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。

会員増強委員会　木村眞敏委員長

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

親睦活動委員会　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、

例会運営小委員会　嶽下委員長

今年度は、年度当初から「明るく楽しい例会づくり」に努
めてまいりました。

特に下半期からは、ソング担当では個性ある指揮により、
例会での楽しい雰囲気を作るよう心掛けています。

また、会報担当による週報づくりでは、会員皆様方のご
協力を得ながら、充実した週報に努めています。

ビジター、ゲストそして新入会員の皆さんにも、気持ちよ
く例会に出席して頂いております。

下半期残すところ5ヶ月となりました。更なる活力あるク
ラブ運営に努めていく所存であります。皆様方のご理解
とご支援をよろしくお願いします。

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。



SAA委員会　早瀬委員長

上半期同様にロータリークラブらしい品位と規律を尊び、
例会がより楽しく有意義な交流の場になるように努力い
たします。例会で共に語り、学んだことがロータリアンの
元気の源になるように、又ゲスト及びビジターには好印
象を持って頂くように配慮いたします。会計報告によりま
すと、ニコニコの集計が予算額に到達しましたが、会員
の皆様方のご協力により下半期も更にニコニコ箱会計
の増進になれば幸せに思います。

会計報告　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。

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。現在参加予定者は家族を
含め13名です。

会員研修委員会　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。

社会奉仕委員会　辻 一夫委員長

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。何れにいたしましても、
次年度を大きな節目の年とし健闘してまいります。

社会奉仕委員会の今後の活動に注目ください。

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。

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。個人的には私の体力
の限界を考え、半分ホッとしています。
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下岡：グローバル補助金、承認されました。

嶽下：ニコニコ

山本：宮野さんようこそ！大歓迎です。息子を宜しく！

辻（義）：ゲストの井本さんです。ニコニコ

村橋：2月は誕生日、年齢が1つ増えます。

辻（一）：少し思い切ってニコニコです。

吉田：ニコニコ　

早瀬：月初でです。ニコニコ

針谷：早瀬さん、先日はご馳走になり有難うございま

した。

高島：天気予報はずれて良かった。

犬飼：ニコニコ

小林：早瀬さん、先日は有難うごじあました。

井戸本：ニコニコ

村上：歓迎会有難うございました。ニコニコ

永井：今日は私の66歳の誕生日です。ニコニコ

木村（佳）：お世話になりました。ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

本日合計 : ￥63,000
累　計 : ￥1,167,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 2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 22名 外国ゲスト 1名
欠席者 7名

出席率 75.86%
1月15日の修正出席率 79.31%

●メイクアップ
栗山 博通   1 月10日 ベトナム支援事業
高島 凱夫   1 月10日 ベトナム支援事業

●本日のゲスト
辻義光会員ご紹介 井本 万尋 様
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
大阪北RC 宮野 　純 様
大阪鶴見RC 大見 由樹 様

▲お誕生日のお祝い：左より安達 昌弘会員・村橋 義晃会員・
　永井 俊行会員・下岡 陽一郎会長

▲結婚記念日のお祝い：左より西田 末彦会員・辻 義光会員・
　井戸本 泰次会員・下岡 陽一郎会長

米山奨学生 米山留学生 郭 名純（カク メイジュン）


