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2015年3月19日

本日のプログラム

第1052回（本年度 第34回）例会

次回 3/26 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　
　梅原 一樹 会員

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　最近の果物事情
　西田 末彦 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。本日はたくさんの会員の方がご出席されてお
り、大変嬉しく思っております。
　本日の挨拶は、昨日で東日本大震災4年を迎え、私の感じているこ
とや思いをお話しさせて頂きます。
　東日本大震災から昨日で4年が経ちました。2011年3月11日、東北
地方太平洋沖で起きた、マグニチュード9の大地震は、2015年1月現
在において死者15,899人、行方不明者2,584人という、未曾有の被
害をもたらしました。また、津波による福島第一原子力発電所のメル
トダウン、放射能漏れの事故は、今もなお解決の道が不明のままで
す。多くの尊い命が失われたことに対し、深い哀悼の意を捧げますと
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2014-15年度第1051回（第33回例会）
幹事報告 (3/12)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は辻一夫会員です。よろしくお願いします。

■例会終了後、13：40から第10回4月度理事会を行い
ます。各理事、役員の皆様ご出席のほどお願いします。

■3月19日（木）の卓話は西田会員です。よろしくお願い
します。

■地区より「2015-16年度のための地区研修・協議会の
ご案内」が来ています。

　1. 日時　2015年4月11日（土）13：00～17：00

　2. 場所　大阪国際会議場5階メインホール

　3. 出席義務部門　次年度会長、次年度幹事・SAA、次
年度クラブ奉仕、次年度職業奉
仕、次年度社会奉仕、次年度青少
年奉仕、次年度国際奉仕、次年度
ロータリー財団、次年度米山奨
学、次年度クラブ研修リーダーの
全10部門

■「第3回若手ロータリアン勉強会、懇親会開催」のお知
らせが来ています。

　1. 日時　2015年4月16日（木）19：00～21：30

　2. 場所　ヴィアーレ大阪

　3. 対象　55歳以下のロータリアン、
　　　　　入会勧誘予定者、候補者

　4. 会費　6,000円

　5. 登録締切　4月2日（木）まで

■「米山奨学生オリエンテーション＆懇親会のご案内」
が来ています。
　会長、カウンセラー、米山奨学委員長ご出席のほどお
願いします。

　1. 日時　2015年4月8日（水）

　　（1） オリエンテーション　16：00～17：30

　　（2） 懇親会　　　　　　17：45～19：40

　2. 場所　ヴィアーレ大阪2階 クリスタルルーム

ともに、心よりお見舞い申し上げます。併せて、被災さ
れた方々が元の生活を取り戻せるよう、一日も早い
復旧復興をお祈り申し上げます。
　当時、国内外のRCから多くの支援がありましたが、
特に姉妹クラブである台北福齢RCが、地震発生のわ
ずか数日後に100万円の義損金を送って下さったこ
とは、決して忘れることはできません。私も「大阪中之
島RCができること」を真摯に考え、またクラブに、現
地の方々の「思い」をしっかり伝えることが責務と思
い、昨年現地に向かい支援事業に参加しました。私
が見た限り、復興はまだまだ！と感じました。瓦礫の処
理は進んでおりましたが、訪問したのが初冬に近づ
いた頃でしたので、木々の枯れた色合いが何もない
土地にいっそう虚しさを呼び起こし、「復興」という言
葉を遠く感じました。人々の心は復興に向かい努力
されているのですが、その大変さは現地の方々だけ
が分かるものなのだろうと思いました。
　現地の方々が我がクラブの支援に対して、大変感
謝の念をお持ちで、いただく御礼の一言ひとことに強
く胸を打たれました。現地の生の声を聴き、もう少しで
「次年度も継続させて頂きます！」と言うところでした。
しかしそうはできませんでした。ロータリーは年度ご
とに替わるからです。
委員長が年度ごとに替わり、委員長の考えが必ずし
も次年度に引き継がれるわけではありません。年度
を跨いだ継続的な支援活動をできないことは問題に
感じます。私個人としましては、「細く長く支援していく
こと」ということが大切なのではないかと思います。
　「TSUNAMI」は、1968年以来、正式な学術英語と
して、世界的に通用するようになっておりますが、
「TSUNAMI」という言葉が初めて世界に紹介された
のは、1897年、小泉八雲の作品「A Living God」の中
でのことでした。この話は、庄屋の機転で多くの人が
高台に避難し、津波から救われたという実話に基づ
いて作られたものです。この話はのちに、「稲村の火」
（中井常蔵氏）によって翻訳され、国語教材として取り
上げられました。震災を風化させないために、この物
語のように、震災の事を世界に、後世に伝えていくの
も「細く長い支援」の一つではないでしょうか。
　本日の挨拶は、会員の皆様方に考えていただく課題
の多いお話しとなりました。ありがとうございました。

税金の話

辻 一夫 会員

原稿は来週掲載させていただきます



開会の挨拶（嶽下会長エレクト）
本日も、大変お忙しいところ第2回ノミニー理事会に
ご出席いただきましてありがとうございます。
先日PETSにおいて次年度地区のテーマ及び方針が
報告されました。
正式には地区協議会での発表となりますが、クラブに
おいても各委員会の活動の参考にしていただきたい
と思います。
皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

審議事項

1. 年会行事計画において

10月22日の例会を3世代合同例会に伴ない10月23

日に変更する　⇒［ 承認 ］

2. VTT委員会の発足

委員長：栗山会員　アドバイザー：高島PG

　⇒［ 承認 ］

3. クラブ戦略計画委員会の発足

委員長：嶽下次年度会長

日　時：2015年3月12日（木）
場　所：太閤園　サファイアルーム
出席者：嶽下・檜皮・下岡・針谷・村橋・辻（義）・辻（一）・小林・西田・永井・井戸本・杉村（敬称略）
オブザザーバ－：高島PG
配布資料：
・ 2015-2016年度　ロータリークラブ役職者一覧　
・ 2015-2016年度　ロータリ－クラブ一覧表
・ 2015-2016年度　年間行事計画　新・旧
・ ロータリ－特別月間
・ 2015-2016年度　各委員会・委員

2015-2016 年度 第二回　ノミニー理事会議事録

委　員：下岡会長・村橋次年度会長ｴﾚｸﾄ・井戸本次年

　　　  度会長ノミニー・檜皮次年度幹事　 

アドバイザー：高島PG・クラブ戦略委員会より

　　　　　　会長経験者を1名指名

　⇒［ 承認 ］

4. 西田次年度親睦委員長より報告
・クリスマス例会　2015年12月19日（土）

・春の家族会　2016年4月くらいに実施予定

・結婚記念日の贈呈品を従来通り花にする。

・誕生日の贈呈品を2,000円相当の品にする。

　⇒［ 承認 ］

5. 小林次年度職業奉仕委員長より報告

事業所設立記念の贈呈品を2,000円相当の品とする。

　⇒［ 承認 ］

村橋会長ノミニー挨拶
ＶＴＴ及びクラブ戦略計画委員会の件、宜しくお願
いいたします。

日　時：2015年3月12日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・山本・辻（義）・北村・嶽下・村橋・早瀬・吉田・福田・井戸本・辻（一）・檜皮 　以上12名（敬称略）

2014-2015 年度 第10回　4月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）
第2回ノミニー理事会にて、新しい2つのクラブ委員
会：VTT委員会、クラブ戦略計画委員会が承認されま
した。各委員会の委員の方々宜しくお願いいたします。

審議事項
1. ロータリーフェスティバル（RF）の件

国際ロータリー2660地区より移動例会の連絡

2015年5月5日（火・祝：ロータリーフェスティバル当

日）「移動例会」の申し込み

場所：大阪市中央公会堂3階特別室にて

時間：10：30～12：30

　　  （15分ごとに各クラブが例会を開催する）

例会時間：10：30～12：30の時間においての15分間

大阪中之島RCは地区からの連絡時間帯により「移動

例会」を開催　⇒［ 承認 ］

移動例会が開催の場合は5月7日（木）

　⇒［ 例会変更により休会とする ］

2. 年間行事予定
※卓話変更

4月2日（木）松任会員卓話

　⇒檜皮会員卓話に変更



6月18日（木）檜皮会員卓話

　⇒松任会員卓話に変更

4月9日（木）会報委員長卓話

　⇒山本会員卓話に変更

4月16日（木）山本会員卓話

　⇒会報委員長卓話に変更（代理：福田会員卓話）

2. その他

第2回ノミニー理事会にて承認された2つのクラブ委

員会の報告

※クラブ戦略計画委員会発足承認について

委員長：嶽下次年度会長

委　員：下岡会長・村橋次年度会長エレクト・井戸本

次年度会長ノミニー・檜皮次年度幹事

adviser：高島PDG

顧　問：会長経験者（戦略計画委員会にて1人選出）

※VTT（Vocational Training Team：ロータリー財団

　職業研修チーム）委員会発足承認について

委員長：栗山会員

委　員：次年度国際奉仕委員長・次年度財団委員長・

次年度幹事

adviser：高島PDG

※野球同好会より甲子園出場に関して借入のお願い

甲子園球場出場に関しての費用 500,000円クラブで

立て替える　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）
理事会も残すところあと１回になりました。
有終の美を飾ってほしいと思います。

【’15年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
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）

25日（木）

1062

1063

1064

1065

44

45

46

47

卓話

卓話

卓話

会長・幹事退任挨拶

下半期新入会員歓迎会

卓話担当：針谷会員

卓話担当：早瀬会員

卓話担当：松任会員

下岡会長・辻義光幹事

夜例会

新第1回理事会

【’15年4月 行事予定】　（ロータリー雑誌月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1054

1055

1056

1057

-

36

37

38

39

-

卓話

卓話

会報・雑誌広報委員会卓話

卓話

休会④

第11回5月度理事会
RF説明会

（上場実行副委員長）

卓話担当：山本会員

卓話担当：福田会員 

卓話担当：吉田会員

4/9（木）
　第3回ノミニー理事会
4/11（土）～12（日）
　春の家族会
4/11（土）
　地区協議会
4/19（日）～21（火）
　台北福齢RC訪問
　奨学金授与式参加

6/7（日）～6/10（水）
　国際大会

【’15年5月 行事予定】　（月間テーマなし）
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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1058

1059

1060

1061

40

41

42

43

委員会報告

卓話

卓話

卓話

各委員会・SAA・会計

山本情報規定委員長

卓話

卓話担当:安達会員

卓話担当:福田会員

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

時期未定
　世界平和フォーラム
時期未定
　春のライラ

睦輪会新旧引継ぎ
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下岡：ニコニコ
山本：辻会員、卓話楽しみにしています。
嶽下：ニコニコ
辻（一）：ニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：春よ来い！早く来い！
小林：東北震災から早4年、復興はまだまだですが少

しずつ前進しているようですね。
井戸本：ニコニコ
北村：来週の親睦委員会新入会員勉強会20名の参加

です。よろしくお願いします。
村上：ニコニコ
永井：辻一夫さん、本日の卓話頑張ってください。楽し

みにしています。
栗山：花粉症本番です。ニコニコ

本日合計 : ￥26,000
累　計 : ￥1,339,000

●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 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.20%
2月19日の修正出席率 79.31%

3月12日午後6時から天満橋のイタリアンレストラン「イ
ルピアット」において、昨年4月から世話クラブとしてお
世話をしてきた米山奨学生の郭 名純さんの歓送会が
総勢22名の参加を得て、和やかに行われました。

初めての例会出席から一年が経ち、当初の緊張も和ら
ぎ多くの会員からも親しみをもって接して頂けるように
なったと思います。

母国を離れての生活と学業の両立は、これからの人生
の貴重な経験となった事と思います。そして、ロータリア

●メイクアップ
井戸本 泰次   3 月  6 日 大阪城南RC

米山奨学生　郭 名純さん歓送会報告 米山奨学生カウンセラー　村橋 義晃

本日のメニュー
先　附 鯛身　菜種辛子和え　薄揚げ　糸花鰹
造　り 鮪　紋甲烏賊　芽物一式
蓋　物 六方蕪　ひろうす　南京
焼　物 若鶏網島焼き　檸檬　サニーレタス　紫玉葱
食　事 白御飯　香物
止　椀 赤出汁

ンの方々からの頂いた物心共の貴重な贈り物は、これ
からの人生の糧となることでしょう。

歓送会の終盤には、出席者全員からの一年間の想い出
と励ましの言葉、そして、記念品を贈り、歓送会を締め括
りました。

4月からは、社会人としてJFE電制株式会社に就職し、東
京での勤務になるとのことです。

最後に社会人となる郭 名純さんの活躍を期待し、お世
話になった会員の皆様に感謝申し上げます。


