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2015年5月21日

本日のプログラム

第1060回（本年度 第42回）例会

次回 5/28 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　新入会員自己紹介
　井本 万尋 会員
　戸田 佳孝 会員
■新旧クラブ協議会
　13：40～　 サファイアルーム

♬SONG : 「我らの生業」
●卓話　
　福田 忠博 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

皆さん、こんにちは。移動例会及びロータリーフェスティバルにたくさ
んの参加をいただきありがとうございました。この太閤園での例会は
三週間ぶりだと思います。移動例会は中之島公会堂の元貴賓室で行
いました。普段は入室できない場所です。記念写真を撮っただけの例
会ではありますが、今週の週報に載せておりますのでご覧ください。

先日、4月26日に辻幹事、次年度安達社会奉仕委員長、檜皮副幹事と
共に大阪天満橋ロータリーアクトクラブ創立35周年式典に出席いた
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2014-15年度第1059回（第41回例会）
幹事報告 (5/14)

幹事  辻　 義光

■本日例会終了後、新旧合同理事会があります。理事、
役員の皆様ご出席のほどお願いします。

しました。第一部と第二部に分かれ、第一部では立野
ガバナーエレクトの挨拶のあと、各グループに分かれ
ワークショップがありました。昨今問題になっている
社会問題をテーブルごとに取り上げ、問題点の原因、
そして解決方法がグループごとに発表されました。若
いローターアクトの斬新な考えに感心しつつ、充実し
た委員会活動に驚かされ、教えられることが多々あり
ました。

非常にエネルギッシュな若者、特に女性のローター
アクトのメンバーがうんとしっかりしているように感じ
ました。

ローターアクトとは、地元や海外での奉仕活動に関
心がある、18歳から30歳までの青年男女のためのク
ラブです。世界には8,000を超えるローターアクトク
ラブがあり、その会員数は184,000人にのぼります。

大学または地域社会を基盤とするローターアクトクラ
ブは、地元のロータリークラブによって提唱され、指
針とサポートを受けますが、それぞれ自立して運営さ
れ、資金面でも独立しています。

ローターアクトクラブとロータリークラブは「奉仕の
パートナー」として、ロータリー・ファミリーの重要な
一員となっています。

中之島にはローターアクトクラブはありませんので、
この大阪天満橋ローターアクトクラブにこの数年は手
伝っていただいており、奈良の成美学寮での餅つき
のときにもお世話になっております。

次年度は最初から最後まで運営を任せようという話
になっておりますので、面白い企画がでてくるのでは
と思っております。

本日のメニュー

・スモークサーモンと海老のミモザ
・牛ロース肉のオニオンヴィネガーソース 温野菜添え
・リーフ 生ハムとトマトのサラダ、コーヒー、パン

■5月21日（木）の卓話は新入会員の自己紹介です。戸
田会員、井本会員よろしくお願いします。

■5月21日（木）、第4回新旧合同クラブ協議会がありま
す。新旧の理事役員、各委員長、入会3年未満の会員
の皆様、ご出席のほどお願いします。

■IM6組新旧合同会長・幹事「睦輪会」があります。

　1. 日時　2015年5月21日（木）18：30～

　2. 場所　新大阪ワシントンホテルプラザ2F
　　　　　「老松の間」

■5月28日（木）の卓話は福田会員です。よろしくお願い
します。

■6月4日（木）の卓話は針谷会員です。よろしくお願い
します。

■6月11日（木）の卓話は早瀬会員です。よろしくお願い
します。

■5月より例年通り例会はクールビズの服装となります。

安達会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、親睦活動小委員会、
会員研修小委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA、会計

会員研修小委員会　北村小委員長

1. 平成27年3月19日（木）新入会員 藤本、木村、村上各
氏の研修を行った。

2. 平成27年4月9日（木）新入会員 井戸本、戸田各氏の
研修を行った。

以上、今年度のこれまでの事業です。

クラブ奉仕委員会　村橋委員長

今年度、上半期に木村会員、藤
本会員、村上会員の3名、下半期
に戸田会員、井本会員の2名、合
計5名の新入会員を迎えること
が出来ました。

新入会員の皆様も例会や様々
なクラブ活動を通じて、会員相互の親睦を深め、クラブ
に馴染んでこられたと拝察しております。

これからは、例会や会員研修等の機会を通じて、ロータ
リーの正しい知識を身に着けて頂き、奉仕と親睦の両輪
を兼ね備えたロータリアンを目指して頂き、ロータリーラ
イフを楽しんで頂きたいと思います。

会員増強委員会　木村委員長

本年度は、会員総数27名でス
タートしました。そのスタートの際
の活動方針において、「純増3名
を目差し、30名の大台を達成で
きるようがんばりましょう。」と話し
ましたが、上記30名の大台を達
成できるとは夢にも思っていませんでした。

ところが、結果的には次のような増減がありました。増員
は木村佳弘会員、藤本淳司会員、村上俊二会員、戸田佳
孝会員及び井本万尋会員の5名で、退会は黒田康子会
員（逝去）の1名だけとなりました。

結果、4名の純増となり、30名の大台を達成することにな
りました。

今後、上記30名を維持したうえで、更なる増強に努力す
れば、会員総数が35名、40名となることが視野に入って
きたものと言えるのではないでしょうか。

例会運営小委員会　嶽下小委員長

年度当初に掲げました方針を踏
まえ、明るく楽しい例会運営づく
りを目指してまいりました。

おかげさまで、例会の雰囲気もず
いぶんと変化し、会員の笑顔も多
く見られるようになってきました。
これも会員の皆様のおかげであるものと感謝申し上げます。

そして下岡会長の今年度の方針である「気づきと明るい

親睦活動委員会　満村副小委員長

1. 平成26年8月9日（土）の家族
親睦会は、台風の為中止とな
りました。

2. 平成26年10月30日（木）台北
福齢RCとの姉妹締結10周年
記念式典・祝賀会を太閤園に
て開催。翌31日（金）歓迎観光・歓迎会を京都で行う。

3. 平成26年12月20日（土）クリスマス家族会を太閤園
にて開催。

4. 平成27年1月29日前期入会・新入会員（藤本、木村、
村上各氏）歓迎会を太閤園にて開催。

5. 平成27年3月19日（木）親睦小委員会・新入会員（藤本、
木村、村上各氏）歓迎会を京都河原町「田ごと」で開催。

6. 平成27年4月11日（土）春の家族会を京都ANAクラウン
プラザにて開催。翌12日（日）バスにて花見ツアー開催。

上記6件の内5件の事業を行いました。

あと予定として後期入会の井戸本、戸田各氏の新入会
員歓迎会があります。

職業奉仕委員会　福田委員長

5月9日に2014年～2015年度第
2回クラブ職業奉仕委員長会議
がYMCAで行われ、次期職業奉
仕委員長小林会員及び地区委員
としての北村会員と共に出席しま
した。

今年度の地区は職業奉仕活動により、人づくりを行うこ
とを目的として各会員にガバナー月信や委員長会議の

場で情報を発信して、それなりの成果があったと考えて
いるとの報告がありました。

またIMごとに分かれてバヅセッションがあり、大阪中之
島ロータリークラブの職業奉仕委員会の活動状況は、職
業奉仕月間のフォーラムで職業奉仕活動が人づくりに
役に立つ実例を挙げて説明したと報告しました。 笑顔の挨拶」が浸透してきた1年であったと思います。下

岡会長には心からお礼申し上げます。



会計報告　井戸本会計

本年度会計については、会員増
強委員会の活発な活動の成果と
して4名の会員増強を実現して
いただき、入会金及び会費収入
は当初予算を上回ることとなりま
した。

次年度においても、より一層の会員増強を図っていただ
くことにより財務の安定化を目指して参ります。

SAA　早瀬委員長

今期の例会も余すところ今日を
入れて、後七週となりました。

例会が今日まで、無事運営進行
が出来たのも頼りない委員長の
もと、副SAAの皆様のご協力の賜
物です。有り難うございました。

又、会員の皆様のご寛容の御陰げでありました。

新入会員が五名入会していただき、例会が活性化し、盛
り上がった例会になっております。

来期も今期同様に会員増強を頑張って下さい。

クラブ運営がうまく行って居るかどうか、一番よく分かる
のは例会の雰囲気です。例会がビジターにとって不愉快
に思われたとしたら、それはSAAの責任であり、ひいては
幹事の責任です。

ニコニコの発表のような事が任務ではなく、もっと広い
意味で例会をどの様に運営していくか、例会場の気品と
風紀を守ることはもちろんですが、来訪者に対する「心く
ばり、ゆっくりおくつろぎ下さい」の一言挨拶や、ニコニコ
箱からユニークな話題などを選別して発表する。

ニコニコの件ですが、本来は別会計ですが、会員減少の
ため、ニコニコ金を本予算に組み込んでおります。別会
計にするためにも、会員増強が大事です。大手のクラブ
では、数千万円の基金を積み立てております。

現在、ニコニコは累計で一、六二九、〇〇〇円です。

予定は二〇〇万円を目標にしております。残り三七一、
〇〇〇円の不足です。ご協力をお願い致します。

国際奉仕委員会　吉田委員長

10月30・31日
台北福齢RCとの姉妹クラブ10
周年記念行事が太閤園で行
われ、大成功裡に終了しまし
た。

11月1日
大阪鶴見RCと台北華明RCとの姉妹クラブ締結のお手
伝いを致しまして、太閤園での締結式典に出席しました。

1月10～12日
ベトナムダナンにて人道的国際奉仕活動を行いまし
た。家族を含め15名の参加をいただいたこと、厚くお
礼申し上げます。

当行事では、平本先生ご一行4名と合流し、最初にダ
ナン・ドン・クアンソンクリニックを訪問、医療器具の贈
呈式を行ないました。次に臼田玲子さんのU cafe訪問、
続いてベトナム国立病院にて副院長他スタッフとVTT
を使ったロータリー活動の進め方について意見交換
を致しました。その他孤児院訪問。

1月24日
第2回クラブ国際奉仕委員長会議が薬業会館で行わ
れ、青年海外協力隊OB・OGの講演、地区補助金（D・
G）の説明がありました。

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、
覚書を提出しました。

4月19日～21日
台北福齢RCの創立17周年行事に出席、奨学金授与

社会奉仕委員会　辻 一夫委員長

社会奉仕委員会の活動は、上半期にその大半が終了し、
今は次年度に向けて「何が」真に実効ある活動なのか。
東北支援の在り方を見直しています。

又、15年以上継続してきた成美学寮への支援活動につ
きましても、果たして「マンネリズムの中に埋没してはい
ないか。」「既に役目を終えてはいないか」そんな視点で
検討を進めいます。

次年度からの新しい社会奉仕活動をどうぞご期待いた
だきたいと思います。

職業奉仕委員会　福田委員長

5月9日に2014年～2015年度第
2回クラブ職業奉仕委員長会議
がYMCAで行われ、次期職業奉
仕委員長小林会員及び地区委員
としての北村会員と共に出席しま
した。

今年度の地区は職業奉仕活動により、人づくりを行うこ
とを目的として各会員にガバナー月信や委員長会議の

式に参加しました。

さらにグローバル補助金による主たる提唱クラブであ
る中之島RCは支援する小中学校の指導訪問を今秋
行なう予定です。

6月7日～10日
ブラジル国際大会は全員不参加です。

この一年間、会員の皆様のご協力ありがとうございました。

場で情報を発信して、それなりの成果があったと考えて
いるとの報告がありました。

またIMごとに分かれてバヅセッションがあり、大阪中之
島ロータリークラブの職業奉仕委員会の活動状況は、職
業奉仕月間のフォーラムで職業奉仕活動が人づくりに
役に立つ実例を挙げて説明したと報告しました。



新大阪ロータリークラブの30周年式典

泉ガバナーとご一緒 仲良し三世代

日　時：2015年5月14日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：新旧理事役員
　　　　下岡・嶽下・辻（義）・吉田・福田・村橋・井戸本・早瀬・山本・木村・北村・西田・永井・杉村・檜皮 　以上15名（敬称略）

2014-2015 年度 第12回　6月度定例理事会議事録 （新旧合同理事会）

開会の挨拶（下岡会長）
2014～15年度最終理事会になります。ご参会いただ
き有難うございました。

審議事項
1. 2015～2016年度予算の件
「嶽下会長エレクト」
先月のノミニー理事会で予算案が承認されましたが、
特別会計への組入れに当たりましては、クラブ運営資
金及び活動奉仕資金から特別会計へ組み入れの要
望がありましたので、予算書の訂正をさせていただき
ました。　⇒［ 承認 ］
次理事会で予算案の配布

2. 2014～2015年度、2015～2016年間行事予定の件
「次年度社会奉仕委員会」
東北支援事業小本小学校・中学校訪問の件
2015年10月9日（金）～10日（土）　⇒［ 承認 ］
成美学寮支援事業の件
2015年11月28日（土）　⇒［ 承認 ］

3. ネパール大地震災害支援募金の件
災害積立金より10万円　⇒［ 承認 ］
クラブにて募金箱設置（5/21・5/28）　⇒［ 承認 ］

4. その他
吉田ピアニストの出産お祝いの件
クラブより10,000円＋個人でお祝いをする
　⇒［ 承認 ］

5. 「親睦活動小委員会」
春の京都家族会の清算書の説明　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）
本日で現理事役員によります理事会は最終となりま
す。会長はじめ理事役員の皆様方本当にお疲れ様で
した。
6月開催からは新体制での理事会となります。よろしく
お願い致します。
有難うございました。

昨夜新大阪ロータリークラブの30周年式典がありました。音楽ムード一杯の上品素晴らしい式典でした。



●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 1名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.66%
4月16日の修正出席率 73.33%

●メイクアップ
安達 昌弘   4 月11日 家族会
早瀬 道圓   4 月11日 家族会
岡本 啓吾   4 月11日 家族会
山本 　肇   4 月11日 家族会

●本日のビジター
大阪RC 渡辺 岳夫 様
大阪北RC 小村 太一 様

ニコニコBOX14
5

下岡：ロータりーフェスティバルご苦労様でした。

嶽下：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

福田：月初です。ニコニコ

辻（一）：お久しぶりです。ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初でニコニコ

針谷：前回例会欠席のお詫び

高島：ニコニコ

井戸本：ニコニコ

村上：ロータりーフェスティバルお疲れ様でした。ニコ
ニコ

檜皮：ロータリーフェスティバルご参加有難うござい
ました。

木村（眞）：ニコニコ

岡本：父の一周忌建碑法要が無事終わりました。ニコ
ニコ

戸田：ロータリーフェスティバルお疲れ様でした。ニコ
ニコ

栗山：ニコニコ

本日合計 : ￥44,020
累　計 : ￥1,701,020

▲お誕生日のお祝い：左より嶽下 勇治会員・下岡 陽一郎会長・
　木村 眞敏会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・西田 末彦会員・
　井戸本 泰次会員・辻 義光会員・下岡 陽一郎会長

▲結婚記念日のお祝い：左より山本 肇会員・犬飼 直之会員・
　木村 眞敏会員・下岡 陽一郎会長


