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2015年4月9日

本日のプログラム

第1055回（本年度 第37回）例会

次回 4/16 のお知らせ

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　広報委員会卓話
　福田 忠博 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

皆様、こんにちは。大阪大手前ロータリークラブ西尾様、高槻東ロー
タリークラブ上場様、ようこそおいでくださいました。ごゆるりとお楽し
みくださいませ。今日は2名の新規会員様も入られて、のちほど紹介し
ようと思いますのでよろしくお願いいたします。

4月は「ロータリー雑誌月間」です。世界中のロータリアンにとって不
可欠の情報源であるロータリー雑誌の重要性を認識する特別月間で
す。ロータリーの公式雑誌として“ザ・ロータリアン”が発刊された
1911年1月25日を記念して、1月25日を含む1週間を雑誌月間とし

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　わが社の増収、増益の秘訣
　山本 肇 会員
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2014-15年度第1054回（第36回例会）
幹事報告 (4/２)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は「5月5日のロータリーフェスティバル」
について実行副委員長の上場俊哉様にお話をしてい
ただきます。

■4月9日（木）の卓話は山本会員です。よろしくお願い
します。

■4月9日（木）11：30より第3回ノミニー理事会です。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13：40より5月度理事会があります。理
事、役員の皆様ご出席お願いします。

■4月16日（木）の卓話担当は会報・雑誌広報委員会と
なっております。今回は福田会員にお話していただ
きます。

■4月16日（木）「第3回若手ロータリアン勉強会、懇親
会」がヴィアーレ大阪であります。55歳以下の会員の
皆様ご出席のほどお願いします。

■4月23日（木）の卓話は吉田会員です。よろしくお願
いします。

■4月30日（木）は休会です。お間違いようにお願いし
ます。

■地区より次年度幹事・SAA部門にアンケートが来てい
ます。記入のうえ4月7日（火）までにガバナー事務所
にご返信お願いします。

■ロータリーフェスティバルにおいて「女性の集い俳句
を楽しむ」のご案内が来ています。日ごろ少ない女性
ロータリアンとロータリーファミリーが相集い、お昼
のお弁当を楽しみながら奉仕の機会となる親睦を深
めます。

　1. 日時　2015年5月5日（火・祝日）12：30～14：30

　2. 会場　大阪市中央公会堂　二階会議室

■2014-15年度青少年奉仕部門の正副委員長会議・
ワークショップ開催のご案内が来ています。今年度委
員長、次年度委員長ご出席のほどお願いします。

　1. 日時　2015年5月30日（土）10：00～13：00

　2. 場所　大阪YMCA会館　2Fホール

ておりましたが、1983～84年度から特別月間として
4月がロータリー雑誌月間に指定され、今日に至って
おります。

昨今、Eメールとインターネットが通信手段として人
気を高めていますが、ロータリアンにとって主たる情
報源は、やはり印刷物であります。このため、ロータ
リーの雑誌月間はロータリアン誌や地域雑誌を見直
す良い機会ともいえます。

私は、ロータリーの雑誌はロータリアンには欠かせな
い食事であり、特に『ロータリーの友』は日本のロータ
リアンにとって不可欠な栄養源であると思います。
ロータリーの友委員会でいかにいいメニューを考
え、御馳走を用意しても、これを食べる人に食欲がお
きなければ駄目であります。

会員一人一人がロータリーに前向きになり、読む、聞
く、体験するなどして、一度ロータリーにぶつかり、
『ロータリーの友』の中にロータリーの心を見つける
ことが大切です。そうすると、それなりに何らかの感
動が得られ、さらにもう一度突っ込んで知ろうとする
気になります。こうすることによって自然とロータリー
が身につくと思います。

一方、私たちは自分の部屋にいながらにして国際協
議会や国際大会の内容や光景を知ることができ、RI
会長とともにロータリー世界を旅行し、数千マイル離
れた場所で行われている、素晴らしいロータリー・プ
ロジェクトをも知ることができ、ロータリー雑誌の紙
面を通してロータリーを楽しむことができます。

見る、聞く、体験を通してロータリーを自分のものに
しなければなりません。ロータリー雑誌月間である4
月はロータリーの雑誌にスポットをあて、目を向ける
ことで、素晴らしい発見をしてください。

ピアニストの紹介をいたします。お名前は金田（かな
た）あかねさんです。吉田さんの代わりに3か月お世
話になります、大阪ユニバーサルシティロータリーク
ラブのピアニストさんです。今後よろしくお願いいた
します。



ロータリーフェスティバル概要説明

檜皮 悦子 会員、
講師 ： ロータリーフェスティバル実行委員会 実行副委員長　上場 俊哉 様

平素は地区ロータリー活動に格別のご理解とご協力
を賜りまことに有難うございます。

2015.5.5（火・祝）大阪市中央公会堂においてロータ
リーフェスティバル（RF）を開催いたします。

テーマは、“Light up Rotary, Light up Osaka ～考え
よう子供たちの未来を～”です。

RFの開催まで30日となり準備も佳境に入ってまいり
ました。RFは今年度国際ロータリーの年度方針を受
け、2660地区の全てのロータリアンが参加するロー
タリーデーとして開催されるもので、全てのロータリ
アンの皆さまに以下の二つのご協力を頂きたいと思
います。

一つ目はチャリティーへのご参加です。

ご参加の方法はチャリティーウエアーの購入とチャリ
ティーコンサートへのご参加です。皆様の善意のご寄
付は危険ドラッグ撲滅等子供たちの未来を守るため
有効に活用されます。たとえ当日ご来場頂けなくて
も、チャリティーウエアーをお買い上げ頂くことで、皆
様の善意は大きな力となりより良い社会をつくるた
めに活用され、間接的にRFに参加されたことになり
ます。

RFご参加の証として、2660地区ロータリアンの証と
して、是非、チャリティーウエアーのご購入をお願い
いたします。

二つ目は中之島中央公会堂で開催される地域に向

けた奉仕活動へのご参加です。

キッズダンスフェスティバルはロータリーから子供達
への愛のプレゼントです。

中之島中央公会堂の一階は800名収容です。この
800席を子供達とロータリアン、関係者の笑顔で埋
め尽くしたいと思います。どうか会員お一人お一人の
皆さま方のネットワークを活用し各クラブ5名以上の
子供達を中央公会堂にお連れください。

危険ドラッグ撲滅サミットも同様です。

800席を子供たちの未来を思う一般関係者の方々と
ロータリアンの熱い思いで一杯にし、危険ドラッグに
ついての最新情報と今後の取り組みを共有する場に
したいと思います。

ご来場頂く対象は、地域の福祉、保健、教育、医療、薬
業、PTA等危険ドラッグから子供達を守るべき立場に
ある方々です。どうか、皆さま方のネットワークを活用
し各クラブ5名以上を中央公会堂にお連れ下さい。

キッズダンスフェスティバル、危険ドラッグ撲滅サミッ
トは2660地区あげての社会奉仕活動です。

地区内全てのロータリアンの皆さまに「出でて奉仕」
し「世界で良いことをする」一翼を担って頂きたいと
思います。

皆様のチャリティーへのご参加と地区社会奉仕活動
へのご参加でRFを成功させ、ロータリーの公共イ
メージを向上させ、ロータリーの輪を大阪に世界に
広げたいと思います。

皆様方のご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上
げます。



本日のメニュー

・菜の花とベーコンのキッシュ サラダ添え
・南瓜のスープ
・真鯛のポワレ ラタトイュのグラチネ ソースクリスタッセ
・コーヒー、パン

グローバル補助金による支援学校の
開校式典が挙行されました

グローバル補助金委員会  檜皮 悦子

2015年4月1日、グローバル補助
金により支援事業が承認されまし
た「貧困家庭の生徒へ補助授業」
の開校式典が挙行されました。

大阪中之島RCを代表して台北福
齢RCのHenryさんが感謝状をいた
だきました。後日、開校式の様子は
お写真と共にお話しさせていただ
きます。

野球同好会 野球同好会 監督  安達 昌弘

4月6日（月）の午後9時30分より中之島の野球部は今年
初めての練習試合をしました。

この日は外は大雨の寒い日でしたが、京セラドームの中
はさすがに快適な野球日和でした。

相手の城北RCさんから2名の選手をお借りしてのぎり
ぎりの試合でしたから、勝つというのも何ですので結局
は9-11で負けました。

この試合は良いことと、悪いことがひとつずつありまし
て、前者は新入会員の井本さんが普通にピッチャーが
出来ることであり、後者は北村会員がスライディングで
足首を捻挫されたことです。クラブの重要な行事が続く
4月ですので、本当に残念でたまらないです。北村さんの
1日も早い回復を願っています。

応援に来て頂いた檜皮さんはじめ、参加頂きました選
手の方々、夜遅くまでお疲れさまでした。

戸田 佳孝会員 ご入会おめでとうございます

井本 万尋会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 中之島ロータリークラブへ
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下岡：戸田さん、井本さんウェルカム大阪中之島RCへ

嶽下：ニコニコ

辻（義）：戸田様、井本様入会おめでとうございます。こ
れからもよろしくお願いいたします。

村橋：桜咲く春、戸田様、、井本様入会おめでとうござ
います。

辻（一）：暖かくなりましたね。しかし風邪に注意しま
しょう。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：気候が良くなって、体調が回復して来ました。ニ
コニコ

針谷：桜も満開です。ニコニコ

犬飼：長男の結婚式、無事終えてニコニコ

高島：井本様、戸田様入会おめでとうございます。
上場RF実行委員長、卓話よろしくお願いいたし
ます。

井戸本：ニコニコ　桜桜桜

北村：4月11日、12日の家族会宜しくお願いします。桜
は散ってしまいそうですが、楽しくなるよう頑張
ります。

村上：桜満開です。ニコニコ

檜皮：ロータリーフェスティバル実行委員会上場様、
よろしくお願いいたします。

木村（眞）：ニコニコ

西田：桜満開ですね。ニコニコ

満村：昨日雪残る北海道から帰ってきました。

大阪は桜が満開でした。ニコニコ

栗山：本日戸田先生入会されました。皆様よろしくお
願いします。

藤本：京都での歓迎会有難うございました。楽しかっ
たです。

高槻東RC　上場俊哉様：
ロータリーフェスティバルの皆様のご理解、ご
協力、ご参加よろしくお願いいたします。

本日合計 : ￥57,000
累　計 : ￥1,459,000

●出席報告
会員数 31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 0名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 83.87%
3月12日の修正出席率 93.10%

●メイクアップ
藤本 淳司   3 月19日 新入会員研修会
木村 眞敏   3 月12日 米山奨学生送別会

●本日のビジター
高槻東RC 上場 俊哉 様
大阪大手前RC 西尾 昌也 様

▲事業所設立記念のお祝い：左より木村 眞敏会員・満村 和宏会員・
　吉田 了会員・福田 忠博会員・下岡 陽一郎会長

▲結婚記念日のお祝い：左より栗山 博道会員・安達 昌弘会員・
　吉田 了会員・藤本 淳司親睦委員・下岡 陽一郎会長

▲お誕生日のお祝い：左より下岡 陽一郎会長・戸田 佳孝会員・
　藤本 淳司親睦委員


