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2015年4月16日

本日のプログラム

第1056回（本年度 第38回）例会

次回 4/23 のお知らせ

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　授産学園の活動について
　講師　社会福祉法人
　　　　神戸光の村授産学園  学園長
　　　　東馬場 良文 様
　吉田 了 会員

♬SONG : 「我らの生業」
●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

2015年度米山奨学生のオリエンテーションに行って参りました。約29
名が新人の奨学生、そして複数年度のかたが7名、参加されています。

今日は約2分のスピーチもありました。海を渡って勉強しに来られる
だけのことはあって、「世界の懸け橋になって頑張っていきたい」とい
う目標を持ったスピーチが多かったと思います。詳しいことはまたカ
ウンセラーの栗山さんから報告があると思いますのでよろしくお願い
します。

月曜日に城北RC野球チームと練習試合をいたしまして、11対9という接
戦でしたが、最終的には負けてしまいました。最終回は逆転できるので
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2014-15年度第1055回（第37回例会）
幹事報告 (4/9)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は山本会員です。よろしくお願いします

■本日例会終了後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。

■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

■5月5日（火・祝日）ロータリーフェスティバルにおいて
移動例会を行います。
　9：00からのパレードに引き続き大阪市中央公会堂
で例会を実施します。

　それに伴い5月7日（木）の例会は無くなります。

　1. 日時　2015年5月5日（火・祝日）10：50～11：05

　2. 場所　大阪市中央公会堂3階　特別室

　皆様ご出席のほどお願いします。

はないかというところまでいったのですが、結果点数
が入らず終わりました。残念なことに怪我をされたかた
もいらっしゃいます。今後甲子園等始まりますので、充
分体のほうには注意していただくようお願いします。

甲子園は7月11日の15時40分に開始です。対戦相手
は甲子園ロータリークラブに決まっております。梅雨
で天気がどうなるかとは思いますが、とりあえずその
日になっておりますのでよろしくお願いいたします。

新入会員様が先週から入っておられます。井本会員、
戸田会員は一応親睦委員会に所属していただいて、
来週からは青いタスキを掛けていただきますようお
願い申し上げます。

それでは、本来10月に米山月間がありますのでその
ときにお話しすることですが、本日ヤン・ギ・センさん
を迎えており新入会員様も何名かおられるので、少し
お話しさせていただきます。

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの貢献
した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発足しまし
た。1952年に東京ロータリークラブで始められ、この
事業はやがて日本の全クラブの共同事業に発展し、
1967年、文部省、現在の文部科学省の許可を得て、
財団法人ロータリー米山記念奨学会となりました。

米山梅吉氏はハンセン病・結核・癌研究の助成など
多くの社会事業・医療事業に奉仕しました。また、子
どもの教育のためにはる夫人とともに私財を投じて
小学校を創立しました。“何事も人々からしてほしい
と望むことは人々にもその通りにせよ”これは米山梅
吉氏の願いでもあり、ご自身の生涯そのものでした。

では、なぜ世界の平和を願って留学生の支援をする
か。「今後、日本の生きる道は一つ、平和しかない。そ
れをアジアに、そして世界に理解してもらうために
は、一人でも多くの奨学生を迎え入れ、平和を求める
日本人と出会い、信頼関係を築くことだ。それこそが、
日本のロータリーにもっともふさわしい国際奉仕事
業ではないか」事業創設の背景には、このような当時
のロータリアンの思いがありました。

それから60年余の歳月が流れましたが、“民間外交と
して世界に平和の種子を撒く”という米山奨学事業の
使命は一貫して変わっていません。むしろ、今日の世

界情勢と日本の置かれている状況を考えるとき、そ
の使命はますます重要性を増しているのではないか
と考えます。

留学生への支援は、未来に向かって平和の懸け橋を
かける尊い奉仕だと思います。ヤン・ギ・センさん、ヨ
ウちゃんを、温かい気持ちでクラブにお迎えしたいと
思います。よろしくお願いいたします。

2015～16年度のための地区研修・協議会が
開催されました



わが社の増収、増益の秘訣

山本 肇 会員
親父は戦前より、染色業の製造販売をしていました
が、私は学校を出て好きな先輩にひっぱられ鉄鋼関
係の会社に10年勤め、それからの独立ですが、今現
在、賃貸マンション12棟、賃貸ビル2棟、レジャービル
2棟、福祉マンション3棟、コインパーキング、飲食店
等を経営していますが、全て運が良く、ついている
ハッピーな人生を送らせてもらっています。



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3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。

今回でノミニー理事会は最終です。審議事項がたくさ

んあります。

結論がでない議案については引き続き理事会にて審

議したいと思いますので宜しくお願い致します。

審議事項

1. 
新入会員の戸田会員と井本会員は次年度親睦活動小

委員会に所属する。　⇒［ 承認 ］

米山奨学生担当を福田会員としカウンセラーを栗山

会員とする。　⇒［ 承認 ］

2. 各委員会の次年度年間行事計画について

●辻 一夫 次年度国際奉仕委員長

①台北福齢RCと協力し奨学金についての支援

　⇒［ 承認 ］

②東北大震災に対する支援事業も台北福齢RCと協

力し実施予定　⇒［ 承認 ］

③ベトナム ダナンの病院についての件はペンディ

ング。また、寺院への訪問の件は現在情報収集中

である。　⇒［ 承認 ］

●安達 次年度社会・青少年奉仕委員長

　（檜皮次年度幹事代読）

①東北大震災に対する支援事業

台北福齢RCと大阪中之島RCが40万円ずつ捻出

し40万円弱を地区補助金に頼る。

　⇒［ 承認 ］

②成美学寮支援は大阪天満橋ロ－タ－アクトと協

力し計画中　⇒［ 承認 ］

日　時：2015年4月9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・北村・杉村（敬称略）
配布資料：
・ 2015-2016年度　各委員会・委員　
・ 2015-2016年度　年間行事計画　
・ 太閤園より昼食についての概略
・ 名誉会員名
・ 2015-2016年度　予算書（案）
・ 2015-2016年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針
・ 2015-2016年度　RI2660地区補助金申請書

2015-2016 年度 第三回　ノミニー理事会議事録

●西田 次年度親睦活動小委員長

結婚記念日の記念品の贈呈品の予算を2,000円か

ら3,000円にし、旬の果物を郵送する。

　⇒［ 承認 ］

●小林 次年度職業奉仕委員長

東北支援事業の内容について、今一度見直す必要

があるのではないか？

嶽下会長エレクト － 再検討する

　⇒［ 承認 ］

3. クラブ戦略計画委員会について
クラブ戦略計画委員会において会長経験者1名の選

任を早瀬会員とする。　⇒［ 承認 ］

4. 2015-2016年予算（案）について
　⇒［ 承認 ］

5. 例会時の昼食について
月1回、カレ－ライスかちらし寿司にする。またその時

のビジターフィを3,000円とする。

　⇒［ 承認 ］

下岡会長
今年度もあと3ヵ月で終わりますが、各委員会内のコミ

ニュケーションがとられていないように感じます。

次年度においては、委員長を中心に委員全員で活動

を施していただきたいと思います。

檜皮次年度幹事
次年度から各委員会は、年に1～2回全員でミーティン

グをしていただきたいと思います。

村橋会長ノミニー挨拶
次回は合同理事会となります。皆様宜しくお願い致し

ます。



【’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

5日（火）

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1058

1059

1060

1061

40

41

42

43

移動例会（大阪市中央公会堂）

5/5の移動例会に振り替え

委員会報告

卓話

卓話

各委員会・SAA・会計

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

5/5（火）
　ロータリーフェスティバル
5/3（日）～5（火）
　春のライラ

睦輪会新旧引継ぎ

日　時：2015年4月9日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：理事役員
　　　　下岡・辻（義）・嶽下・山本・村橋・早瀬・福田・北村・木村・辻（一）・井戸本・檜皮 　以上12名（敬称略）

2014-2015 年度 第11回　5月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）

審議事項
1. バヌアツ支援の件

大型サイクロンパム被害による義捐金
⇒災害支援積立より拠出   1,000円×31＝31,000円

2. 松任会員の件
食事代15万円免除で1年間
　⇒［ 承認 ］

3. RFの件
クラブ旗担当…会長・幹事・会長エレクト・副幹事
　⇒［ 承認 ］

4. VTT委員会
財団委員長（VTT担当）…安達会員　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）

米山奨学生オリエンテーションおよび歓迎会
4月8日主要日、ビアーレ大阪におきまして今年度の米山奨学生のオリエンテーションおよび歓迎会が行われました。

当クラブより高島パストガバナー、下岡会長、栗山カウンセラーが出席いたしました。新奨学生は、台湾出身の「楊宜
　（ヨウギセン）」さんです。1年間よろしくお願いいたします。

【’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

6/7（日）～6/10（水）
　国際大会
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下岡：新米山奨学生の楊さんを迎えて

山本：本日の卓話よろしく！

嶽下：新米山奨学生楊さん、ようこそお越しください
ました。ニコニコ

村橋：米山奨学生の楊さん、ようこそ！栗山さん1年間
よろしくお願いします。

辻（一）：花冷えですね。体調に気をつけましょう。

早瀬：山本さん、卓話ガンバッテ

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：ニコニコ

犬飼：楊ちゃん、しっかり勉強して日本の生活を楽しん
でください。

高島：土曜日、日曜日は暖かくなりますね。
楊さん、1年間頑張ってください。

小林：東ホノルルRCへ行ってきました。バナー交換を
しました。ニコニコ

井戸本：新米山奨学生、楊さんを迎えて

北村：今週末親睦家族会よろしくお願いします。
クラブの野球で名誉の負傷です。

永井：新米山奨学生楊さんを迎えて
山本さん、卓話がんばってください。楽しみです。

戸田：今日で2回目の例会、職業奉仕の気持ちを忘れ
ずニコニコ

栗山：米山奨学生、楊宜　（ヨウ・ギセン）さんを皆様
よろしくお願いいたします。

本日合計 : ￥136,000
累　計 : ￥1,595,000

●出席報告
会員数 31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 1名
欠席者 6名

出席率 80.64%
3月19日の修正出席率 96.55%

●メイクアップ
安達 昌弘   3 月19日 新入会員研修会
小林 俊明   3 月19日 新入会員研修会
岡本 啓吾   3 月19日 新入会員研修会
満村 和宏   3 月12日 米山奨学生送別会
吉田 　了   3 月12日 米山奨学生送別会
山本 　肇   3 月12日 米山奨学生送別会

先　附 蛍烏賊　酢味噌掛け　若布　分葱　刻み茗荷
造　り 鯛　海松貝
焚　合 蕨東寺巻き　海老芋　南瓜　青味　麩
焼　物 鰆西京焼　いかなご釘煮　一寸豆
 半月檸檬　酢取生姜
食　事 白御飯　香物
止　椀 赤出汁

本日のメニュー

米山奨学生

●本日のゲスト
米山奨学生 楊　 宜　 様

米山留学生 楊 宜　（ヨウギセン）

辻一夫会員参加の写真展開催
大阪ハッセルブラッドフォトクラブ写真
展が開催されました。大阪中之島ロー
タリーグラブ写真同好会の先生でおら
れます辻一夫会員のお写真が出品さ
れました。


