
（ 6月11日）

1064

2015年6月18日

本日のプログラム

第1063回（本年度 第45回）例会

次回 6/25 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■最終夜例会及び下半期新入会員歓迎会
　会長・幹事退任挨拶
　18：00～　例会
　18：40～　歓迎会

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　映画「海難1890」へのお誘い
　安達 昌弘 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

皆さん、こんにちは。今
日は、夜に新入会員、
井本会員と戸田会員
の歓迎会が6時半から
イルビアットでござい
ます。ゲストの金田さ
んも歓迎会に参加さ
れます。米山奨学生の
ヨウさんも参加されま
す。よろしくお願いい
たします。

今日はロータリーフェ
スティバルの報告映
像が届いておりまし
て、このあとすぐに見
ていただこうと思いま
すので、本日の会長挨
拶はこれで終わりま
す。ありがとうございま
した。
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2014-15年度第1063回（第45回例会）
幹事報告 (6/11)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は早瀬会員です。よろしくお願いします。

■本日例会終了後、次年度第1回理事会を行います。新
理事、役員の皆様ご出席のほどお願いします。

■今日18：30から、新入会員の戸田会員、井本会員、米
山奨学生楊さん、ピアニストの金田さんの歓迎会です。
よろしくお願いします。

■6月18日（木）の卓話は安達会員です。よろしくお願い
します。

■6月25日（木）の例会は今年度最終の夜例会です。皆
様お間違え無い様にお願いします。

■地区より「次年度会員増強セミナー開催のご案内」が
来ています。

　1. 日時　2015年6月20日（土）14：00～16：45

　2. 場所　大阪YMCA 2F大ホール

　嶽下会長エレクト、次年度会員増強維持委員長、ご出
席お願いします。

●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 1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%
5月21日の修正出席率 83.33%

ニコニコBOX11
6

下岡：会長挨拶はロータリーフェスティバルのビデオ
のさせていただきます。

嶽下：今日もニコニコです。
村橋：早瀬会員の卓話、マジックショー楽しみです。
辻（義）：早瀬会員、マジックショー楽しみです。
辻（一）：お久しぶりです。お詫びにニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：本日私の卓話ですが、大ドジ芸人、あざーす・の

ず・井阪龍太氏にマジックをお願いします。ニ
コニコ

針谷：早瀬さん、卓話楽しみです。
高島：早退します。早瀬さん、申し訳ございません。
北村：今夜の親睦進入会員歓迎会よろしくお願いします。
村上：ニコニコ
戸田：早瀬さん、マジックショー楽しみです。
栗山：このたびは皆様に大変ご心配をおかけしました。

ようやく落ち着いてきました。有難うございます。
杉村：2週連続欠席のお詫び
井本：ニコニコ

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥1,863,020

●メイクアップ
井戸本 泰次   5 月26日 大阪鶴見RC

●本日のビジター
大阪平野RC 小嶌 美恵子 様

先　附 玉子豆腐　順菜　振り柚子
造　り 鯛　鰹のたたき
焚　合 小芋　ひろうす　冬瓜　五三竹
焼　物 米茄子木の芽田楽
食　事 白御飯　赤出汁　香の物

本日のメニュー

野球部に井本さんが入部されました



マジックショー

早瀬 道圓 会員、大ドジ芸人あざーす・のず 様、井阪 龍太 様

本日は私の代理卓話として、大ドジ芸人、あざーす・のず
氏と井阪龍太氏にマジックをお願いしました。ありがと
うございました。



新入会員歓迎会



日　時：2015年6月11日（木）13：00～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：嶽下・下岡・村橋・井戸本・安達・北村・針谷・西田・永井・辻（義）・辻（一）（代理 栗山）・檜皮・杉村 　以上13名（敬称略）
配布資料：
・ 2015-2016年度　年間行事計画　
・ 太閤園より昼食費用についての概略
・ 2015-2016年度　各委員会・委員　
・ 百万ドルの食事（ロータリー百科事典より抜粋）

2015-2016 年度 第1回　7月度定例理事会議事録

開会の挨拶（嶽下会長エレクト）
本日も、お忙しいところありがとうございます。　　
次年度は“未来に向けて！楽しもうロータリーを！”をテ
－マとしています。しかし、和気藹々のなかでもきちん
とした運営を心がけます。
皆様宜しくお願い致します。

審議事項
1. 食事の件

ガバナ－・ガバナ－補佐公式訪問時及び月1回、食事
をちらし寿司かカレ－にし、その分の費用を奉仕事業
にあてる。（上期100,000円　下半期100,000円）
　⇒［ 承認 ］

2. クラブ戦略計画委員会アンケート
会員全員にアンケートを実施し、総意に基づいて進め
る。例会時に趣旨を説明する。
　⇒［ 承認 ］

3. 2015～2016年度、各委員会の年間事業計画の発表

●クラブ奉仕委員会　井戸本次年度委員長
会員増強・維持、例会運営、親睦活動、会員研修の
各小委員会とコミュニケーションを図り、クラブ会員
相互の理解と協調を基本としたロータリークラブ活
動を目指します。
特に本年度会長方針「未来に向けて！そして楽しも
うロータリーを！」を実践してまいります。月1回、例
会時に各委員長が同じテーブルつきコミュニケー
ションの向上を目指します。

●会員増強・維持小委員会　辻 義光次年度委員長
会員数の減少はクラブ活動が制限されるだけでな
く、会員個々への士気低下、役割、費用負担が多く
なり、疲弊する状況となります。
今年度はまず会員相互の情報交換を活発にして、
現状の30名の維持に努めます。
増強については昨年度4名（入会5名，死亡退会1
名）増員でしたが、今年度も会員として相応しいと
思われる人物5名を入会目標にと思っています。

●親睦活動小委員会　西田次年度委員長
活動方針
親睦はロータリー活動の二つの車輪の内の一つで
あり、会員相互の親睦を深める事こそがロータリー
活動の活性化につながり、出席率の向上、会員増強
につながるものと思っております。したがいまして今
年は特によりアットホームな中之島ロータリークラ
ブにしたいと考えておりますので、皆様のご協力宜
しくお願いします。

活動計画
①12月19日（土）太閤園にてクリスマス家族会
②来年の春、桜の時期にお花見家族会を予定して
います

③10月29日（木）創立記念夜例会
④1月28日（木）上半期新入会員歓迎夜例会
⑤6月30日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

●例会運営小委員会　村橋次年度委員長
例会は、ロータリークラブ活動の基本であり、身近で
あって最も大切なクラブの公式活動でもあります。
会員相互の親睦と奉仕活動の基礎となるものです。
又、例会を楽しみながらロータリアンとしての修練
を積む場でもあります。
例会は、クラブの姿を表現する最多行事でもあり、
親睦と奉仕の両輪の原動力となる様な例会運営を
目指してまいります。
「ソング」
出席メンバー全員が声を揃え、元気良く明るい気分
で歌えるソングを中心に曲の選定を行い、明るい雰
囲気の例会スタートにします。
「出席」
全会員の誰もが気分よく出席できる環境とビジター
やゲストを気持良く迎えるマナーの向上を目指します。
「プログラム」
ロータリーの正しい知識を深められる内容と満足
感を得られる例会のプログラムとしたい。
「会報」
クラブの活動記録と会員への正しい情報提供の
ツールとして、クラブ内外への広報誌としての機能
を向上させたい。

●会員研修小委員会　針谷次年度委員長
1.入会1年未満の新入会員には、早く一人前のロー
タリアンに成長してもらうよう年数回、ロータリー
精神、ロータリーに関わる様々な知識・情報を理
解、習得してもらうための研修会を実施する。
2.当クラブの会員にロータリーの精神を喚起し、
ロータリアンとして更なる成長を促すため、年数
回の情報集会を開催する。

●職業奉仕委員会　小林次年度委員長
職業奉仕とロータリーの四つのテストの関係の理
解を深め職業奉仕の原点を究めたい。
今年度の活動計画
①職業奉仕月間には、職業奉仕の考え方について
討論し合う。
②出前授業の実施
③会員企業の職業訪問
（会員の企業に限定せず、会員推薦の企業（職
場）訪問も含める。）
④会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈
する。



【’15年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）
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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1071

-

1072

1073

6

-

7

8

会員増強・維持委員会卓話

休会①

第1回クラブ協議会

第3回9月度理事会

会員増強・維持委員会 : 
辻（義）委員長

卓話担当犬飼会員

卓話担当木村（眞）会員

【’15年9月 行事予定】　（新世代のための月間）
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

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

1074

1075

1076

-

9

10

11

-

委員会報告

臨時総会（事業・決算報告）

休会②

各委員長

卓話担当北村会員 第4回10月度理事会
指名委員会開催

8/6（木） ガバナー補佐訪問日
8/29（土）地区財団セミナー

【’15年7月 行事予定】
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）

1066

1067

1068

1069

1070

1

2

3

4

5

会長・幹事方針

四大奉仕委員長方針

クラブ奉仕委員会
クラブフォーラム

(小)委員会活動方針

第2回8月度理事会

嶽下会長、檜皮幹事

井戸本委員長・小林委員長
安達委員長・辻(一）委員長

クラブ奉仕委員会：
井戸本委員長

小委員会・会計・SAA

卓話担当井戸本会員

◆IM6組会長・幹事会　
◆三クラブ
　会長・幹事・社会奉仕
　委員長会議
7/31（金）～8/2（日）
　少年少女ニコニコキャンプ

●社会・青少年奉仕委員会　安達次年度委員長
社会奉仕委員会の次年度の計画としましては、今の
ところ恒例の東北大震災に対する支援事業及び成
美学寮の餅つき大会の二つの事業のみを考えてお
ります。
この2件につきましては僕の心の中では既に決定し
ていますし、昨日も東北支援への補助金申請を実行
したところであります。やや詳しく言いますと、この事
業は次年度は岩手県下閉伊郡岩泉町の新しく建て
直す小中学校に対して別紙のような什器・備品（こ
の内容はすべて相手側に委ねて決めてもらった物
品です）を贈呈する形のものであります。
資金としましては、中之島と台北が共に40万ずつの
支援で、残りの40万弱を補助金に頼るということに
なります。
台北に出資して頂く金額につきましては、次週に台
北へ訪問する際に先方に確実な了解を取りたいと
思っておる次第です。例年のことですので、一応快
諾を得られるものと安心しています。
成美学寮への支援につきましては、例年と変わりな
くみんなで餅つきを楽しむことが主だった内容です
が、おそらく天満橋ローターアクトクラブさんも参加
して頂けると思うので、一度天満橋RACの若い方々
に主導権を任せようか？とも考えています。

●国際奉仕員会　辻 一夫次年度委員長
（栗山会員代読）

＜活動方針＞
関係委員会等との連携に配意しながら、国際奉仕
活動の理解を深めて、親善と平和を推進していくと
云う従来からの方針を踏襲する。

＜活動計画＞
1.台北福齢RCと共同でGG資金を活用した貧困地
区支援及び奨学資金の提供を実施。
2.前年に引続き東日本大震災関連支援（地区補助
金40万円、台北福齢RC40万円、当RC40万円、計
120万円）を実施。
3.従来から継続していたベトナムへの医療機器支
援については休止。
尚、ベトナムの「お寺」に対する支援については、
本格実施の是非を判断するための当クラブ単独
事業としての交流を実施。
4. VTT（職業研修チーム関連）については、本格実
施に向け積極的に関係団体との協議を進める。

●SAA　北村次年度委員長
＜活動方針＞
例会が規律ある中に楽しく開催されるよう努める。
＜活動計画＞
1.例会ごとに担当者を決める。
2.毎月1回は、現状に基づき打ち合わせをする。3ヵ
月か4ヵ月に1回は例会場以外で委員会を持つ
3.幹事と連携を取り、1. 2.をしっかり持つことで会
員、ビジター、ゲストに気持ちの良い例会運営を
目指します。

●会計　永井次年度委員長
適正な財政基盤の確立に努め、日々の会計処理を
迅速適正に行います。

村橋会長ノミニ－挨拶
次年度に向けて、皆様宜しくお願い致します。


