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本日のプログラム

第1064回（本年度 第46回）例会

次回 7/2 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 : 「国歌・奉仕の理想」
■初例会
●卓話　会長・幹事新年度活動方針

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

皆さん、こんにちは。先週は新入会員の戸田さん、井本さん、米山奨学
生のヨウさん、ピアニストの金田さんの歓迎会に大勢のかたに出席し
ていただき、ありがとうございました。また、カウンセラーの栗山会員
の奥様、娘さんまでも参加していただき誠にありがとうございます。

本日、皆さまにお配りしておりますクラブ戦略計画員会からのアン
ケート調査についてお話しいたします。

「クラブ戦略計画」、その言葉は知っているが、それはベテラン会員向
けのもので自分たち新会員には無縁だと思っているかたが多いかも
しれません。しかし、新会員であっても、自分が所属している組織がど
のようなものなのかは知らなければなりません。
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RI戦略計画についてご紹介しますと、本質は「地域の
人々の生活を改善したいという情熱を、社会に役立
つ活動に注いでいる献身的な人々の世界的ネット
ワーク」となっています。また、使命は「私たちは、他者
に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門職務および地
域社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、親
善、平和を推進する」とされています。

それらを実践するために、3つの戦略的優先項目、「ク
ラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重点化と増
加」「公共イメージと認知度の向上」が挙げられてお
り、その下に16の目標を定めています。16項目は後
ほどご参照ください。

ロータリーが将来も強くて活気ある組織であり続ける
ために、私たちがこれらの優先項目と目標をかかげ、
ダイナミックな組織であり続け、世界中の地域社会に
貢献していくための将来への指針となるのが、ロータ
リーの戦略計画です。

ロータリーがこれからも目標に向けて前進し続けて
いくために、戦略計画はロータリアンの願いや希望
を取り入れながら進化していかなければなりません。

奉仕活動をするのも人、その恩恵を受けるのも人で
す。ただ漠然とした活動をするのではなく、今までの
殻を破り、新たな社会活動に邁進し、ロータリーを輝
かせ、真のロータリアンになり、活力ある輝かしいク
ラブにしたいものであります。

本日お配りしたアンケートは、委員会の人たちだけで
なく、クラブ会員全員の声を反映させるためのアン
ケートです。戦略計画は自分たちのクラブと地域の
ニーズを把握し、そこから自分たちの夢を描き、自分
たちでその夢を実現するプログラムです。

お手元にアンケートがあると思います。7月9日までに
提出をお願いいたします。

中之島RCができて22年が経つと思いますが、その
間、夏の家族会で2回ほど松尾塾子供歌舞伎というも
のを見学したことがあります。

この松尾塾が始まって28年になりますが、塾長が82
歳となられ、後継者がおられないために今年で終

わってしまいます。もったいない話です。何人のかた
かは行かれたことがおありだと思います。演じるのは
幼稚園から中学二年生までのお子様ですが、裏方は
本当の歌舞伎の方々です。

松尾さんはドリーム観光、新歌舞伎座、千日デパー
ト、奈良ドリーム
ランド等のオー
ナーであられ、
まったくのボラン
ティアでこの塾を
されていました。
今年で終わりとな
るのが残念です。
最後の公演は皆
様にも見に行って
いただければと
思います。よろし
くお願いいたしま
す。ありがとうご
ざいました。

（参考：16項目）

クラブのサポートと強化

・クラブの刷新性と柔軟性を育てる

・さまざまな奉仕活動への参加を奨励する

・会員基盤の多様性を奨励する

・会員の勧誘と維持を改善する

・リーダーを育成する

・ダイナミックな新クラブを結成する

・クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する

人道的奉仕の重点化と増加

・ポリオを撲滅する

・青少年や若きリーダーの支援、およびロータリー
の6つの重点分野と関連したプログラムや活動
において持続可能性を高める

・他団体との協力やつながりを深める

・地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらす
プロジェクトを生み出す

公共イメージと認知度の向上

・イメージとブランド認知を調和させる

・行動を主体とした奉仕を推進する

・中核的価値観を推進する

・職業奉仕を強調する

・ネットワークづくりの機会、並びにクラブ独自の
活動について後方するようクラブに奨励する



2014-15年度第1064回（第46回例会）
幹事報告 (6/18)

幹事  辻　 義光

■本日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。

語り継がれる‘１００年の恩’ ＜日本とトルコの信頼の絆＞

安達 昌弘 会員

イラン・イラク戦争勃発5年後の1985年3月17日、当時
のフセイン大統領は突如、今から2日後の3月19日20時
30分をもってイラン上空を飛ぶ航空機の無差別攻撃を
宣言。自国機の乗り入れの無かった日本は、イラン国内
に残された日本人の救出対策に苦慮する。

日本の自衛隊も民間機もテヘランに救出に来ることが
不可能と判明したのはフセイン宣言時刻の33時間前。

タイムリミットが迫る中、日本人の苦境を知って日本人
救出の為の航空機を出してくれたのはトルコであった。

果たしてタイムリミットぎりぎりの1時間前に日本人338
人はすべて無事にテヘランを脱出することが出来たの
であった。

どうしてトルコは自国民を残してまで即決で日本人を先
に助けてくれたのか？このトルコ政府の英断の裏には、
そしてトルコ国民の優しさの裏には、1890年（明治23
年）9月16日に日本訪問からの帰国中に和歌山県の紀
伊大島沖で台風に巻き込まれ遭難し、581人の犠牲者
を出したトルコ軍艦エルトゥールル号の悲劇、そしてそ
の救出に精一杯動いた紀伊大島の島民の姿があった。

95年の時を経て、トルコが国家を挙げてその恩返しを
してくれたのであった。

この話を日本人は殆ど詳しく知らないのであるが、トル
コでは必ず小学校の教科書に載せているくらい国民の
全部が知っている話であり、国中で語り継がれている話
なのである。1999年（平成11年）8月のトルコ大地震の
際には、日本政府は100万ドルの緊急援助を行ったが、
当然テヘランで救出された日本人たちもまた率先して
義捐金を募り、何とか少しでもトルコの恩に報いたいと
活動したのは当然の姿であろう。

今後の日本とトルコの真の交流に興味を持って接して
いきたい。

最後になりましたが、嶽下会長エレクト、素晴らしい本
をご紹介頂きありがとうございました。　

映画のチケットも楽しみにしております。

安達会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!



2014年

 7月 3日 下岡会長、辻幹事による2014-15年度の活動方針の発表。

  6日 米山学友会総会、新規奨学生歓迎会がKKRホテル大阪で開催。

  10日 四大奉仕委員会の今年度方針発表。村橋クラブ奉仕、福田職業奉仕、辻一夫社会奉仕、吉

田国際奉仕各委員長が発表。

   第2回8月度理事会開催。

   IM6組睦和会開催。下岡会長、辻義光幹事出席。

  11日 大手前RCへ今年度の挨拶のため下岡会長、辻幹事訪問。

  17日 クラブ奉仕委員会クラブフォーラム。村橋クラブ奉仕委員長。

  19日 合同地区委員会開催。

  20日 本年度第1回ロータリーファミリー合同地区献血実施（難波バス停横、大阪駅、京橋駅、樟

葉駅）。

  24日 下岡会員卓話。

 8月 1日～ ニコニコキャンプ実施。

  7日 各委員会の活動方針の発表。

   第1回クラブ協議会開催。

  9日 夏の家族親睦会、「淀川花火大会鑑賞」雨のため中止。

  12日 第1回「若手ロータリアン研修セミナー・懇親会」開催。

   福田地区増強委員長、杉村会員、梅原会員、下岡会長、辻幹事出席。

  21日 8月会員増強・拡大月間として会員増強・維持委員会卓話。木村委員長。

   第3回9月度理事会開催。

  30日 地区ロータリー財団セミナー開催（大阪YMCA会館）。

   2013-14年度青少年交換帰国学生報告会及び2014-15年度来日学生歓迎会開催（シティ

プラズ大阪）。

 9月 4日 9月新世代のための月間として青少年活動委員会卓話。松任委員長。

  6日 第1回クラブ職業奉仕委員長会議開催（薬業年金会館）。

   地区米山セミナー開催（OMMビル）。

   第31回甲子園大会に参戦。

  11日 永井会員の代理卓話「経営層の健康管理について」大山招子様。

   第4回10月度理事会開催。

  18日 臨時総会（前年度事業報告、決算報告）。

  25日 地区出向会員の卓話。高島会員、福田会員、村橋会員、嶽下会員、杉村会員、栗山会員、檜

皮会員。

 10月 2日 第2回クラブ協議会開催。戸田ガバナー補佐訪問。

   三世代クラブ合同社会奉仕事業会議開催。

   小林会員卓話。

  9日 米山奨学委員会卓話。近藤菜穂子地区米山奨学委員長の卓話。

   第5回11月度理事会開催。

  11日～ 秋のライラ開催。

  16日 泉ガバナー訪問。

  18日 IM6組インターシティミーティング（コングレコンベンションセンターホールA）。

  23日 10月職業奉仕・米山月間として職業奉仕委員会フォーラム開催。

  30日 台北福齢RC締結10周年記念夜例会。

  31日 台北福齢RCと京都観光、料亭ちもとで食事。

 11月 1日 クラブロータリー財団委員長会議開催（薬業年金会館）。

  3日 東北震災支援贈呈式にため岩泉町、野田村へ。

  6日 委員会報告。SAA、各委員長報告。

   次年度理事・役員候補者発表。下岡指名委員長。

  8日 「第5回国際ロータリー第2660地区米山奨学生ふれあいスピーチコンテスト」において郭

名純さんが発表。

  12日 第3回IM6組睦和会開催。

  13日 ロータリー財団月間としてロータリー財団委員会顧問の大谷透PGの卓話。

   第6回12月度理事会開催。

  15日 成美学寮にて餅つき大会。今年は大阪天満橋RC、大阪大手前RCとの三世代合同事業。

  18日 「第2回若手ロータリアン研修セミナー・懇親会」開催。

  20日 東北災害支援贈呈式の内容説明卓話。檜皮国際副委員長。

  27日 三世代合同例会開催（太閤園）。

 12月 4日 新入会員の木村佳弘会員、村上会員、藤本会員の自己紹介卓話。

  5日～ 地区大会（5日シェラトン都ホテル、6日フェスティバルホール）。

  11日 年次総会開催（次年度理事、役員決定）。

   第7回1月度理事会開催。

  20日 夜例会、クリスマス家族会開催。

2015年

 1月 8日 会長・幹事新年挨拶。下岡会長・辻幹事。

  15日 満村会員卓話「総合紛争解決センター」について。

   第8回2月度理事会開催。

  17日 第2回クラブ広報委員長会議開催。

  22日 岡本会員代理卓話。高原剛一郎様「イスラム国を語る」。

   第3回クラブ協議会開催。

  24日 第2回クラブ国際奉仕委員長会議開催。吉田国際奉仕委員長。

  28日 第4回IM6組睦輪会。

  29日 夜例会。上半期新入会員歓迎会。

 2月 5日 委員会報告。各委員長報告。

  12日 杉村会員卓話「ポリオ撲滅とロータリークラブ」。

   第9回3月度理事会開催。第1回ノミニー理事会開催。

  15日 第2回ロータリーファミリー合同地区献血開催。

  19日 世界理解月間として国際奉仕委員会フォーラムを開催。

  26日 高島会員卓話「クラブ戦略委員会」について。

  28日 米山奨学生終了者歓送会開催。

 3月 1日 「大和川・石川クリーン作戦」として清掃作業実施。

  5日 嶽下会員代理卓話。西川秀文様「阪神タイガース事件史」。

  7日 2015-16年度のためのPETS・地区チーム研修セミナーの開催。嶽下会長エレクト。

  12日 辻一夫会員卓話「税金の話」。

   第10回4月度理事会開催。第2回ノミニー理事会開催。

  14日 米山感謝祭開催。

  19日 西田会員卓話「最近の果物事情」。

  26日 梅原会員卓話「書体の話」。

 4月 2日 地区ロータリーフェスティバル実行副委員長上場俊哉様によるロータリーフェスティバル

についての卓話。

  8日 「米山奨学生オリエンテーション＆懇親会」開催。

  9日 山本会員卓話「わが社の増収増益の秘訣」。

2014-2015年度 大阪中之島RC　1年のあゆみ
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  3日 東北震災支援贈呈式にため岩泉町、野田村へ。

  6日 委員会報告。SAA、各委員長報告。
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  27日 三世代合同例会開催（太閤園）。

 12月 4日 新入会員の木村佳弘会員、村上会員、藤本会員の自己紹介卓話。

  5日～ 地区大会（5日シェラトン都ホテル、6日フェスティバルホール）。

  11日 年次総会開催（次年度理事、役員決定）。

   第7回1月度理事会開催。

  20日 夜例会、クリスマス家族会開催。

2015年

 1月 8日 会長・幹事新年挨拶。下岡会長・辻幹事。

  15日 満村会員卓話「総合紛争解決センター」について。

   第8回2月度理事会開催。

  17日 第2回クラブ広報委員長会議開催。

  22日 岡本会員代理卓話。高原剛一郎様「イスラム国を語る」。

   第3回クラブ協議会開催。

  24日 第2回クラブ国際奉仕委員長会議開催。吉田国際奉仕委員長。

  28日 第4回IM6組睦輪会。

  29日 夜例会。上半期新入会員歓迎会。

 2月 5日 委員会報告。各委員長報告。

  12日 杉村会員卓話「ポリオ撲滅とロータリークラブ」。

   第9回3月度理事会開催。第1回ノミニー理事会開催。

  15日 第2回ロータリーファミリー合同地区献血開催。

  19日 世界理解月間として国際奉仕委員会フォーラムを開催。

  26日 高島会員卓話「クラブ戦略委員会」について。

  28日 米山奨学生終了者歓送会開催。

 3月 1日 「大和川・石川クリーン作戦」として清掃作業実施。

  5日 嶽下会員代理卓話。西川秀文様「阪神タイガース事件史」。

  7日 2015-16年度のためのPETS・地区チーム研修セミナーの開催。嶽下会長エレクト。

  12日 辻一夫会員卓話「税金の話」。

   第10回4月度理事会開催。第2回ノミニー理事会開催。

  14日 米山感謝祭開催。

  19日 西田会員卓話「最近の果物事情」。

  26日 梅原会員卓話「書体の話」。

 4月 2日 地区ロータリーフェスティバル実行副委員長上場俊哉様によるロータリーフェスティバル

についての卓話。

  8日 「米山奨学生オリエンテーション＆懇親会」開催。

  9日 山本会員卓話「わが社の増収増益の秘訣」。



2015-2016年度　各委員会・委員

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・青少年
奉仕委員会

国際奉仕委員会

SAA

会計

井戸本 泰次

辻 義光

村橋 義晃

西田 末彦

針谷 紘一

小林 俊明

安達 昌弘

辻 一夫

北村 讓

永井 俊行

委員長

辻 義光、西田 末彦、
村橋 義晃、針谷 紘一

早瀬 道圓（会員増強担当）、
犬飼 直之（職業分類担当）

木村 眞敏（ソング副担当）、
梅原 一樹（会報担当）

辻 義光、藤本 淳司

山本 肇（雑誌・広報担当）

満村 和宏、
村上 俊二（R・ボランティア担当）

吉田 了、福田 忠博

高島 凱夫、栗山 博道

永井 俊行、木村 佳弘

木村 佳弘、下岡 陽一郎（会計監査）

高島 凱夫（会員選考担当）、井戸本 泰次、西田 末彦、
満村 和宏、栗山 博道、杉村 雅之

早瀬 道圓（出席担当）、山本 肇（プログラム担当）、
犬飼 直之（プログラム副担当）、辻 一夫（ソング担当）、
村上 俊二（会報副担当）、岡本 啓吾（会報副担当）、
松任 保勇（広報担当）

吉田 了、高島 凱夫、永井 俊行、村上 俊二、杉村 雅之、
満村 和宏・戸田 佳孝、松任 保勇・井本 万尋

下岡 陽一郎（R規定・情報担当）

井戸本 泰次、木村 眞敏、木村 佳弘、西田 末彦

北村 讓、辻 義光（青少年活動担当）、岡本 啓吾、
木村 佳弘（環境保全担当）、松任 保勇（ローターアクト担当）

吉田 了（R・財団担当）、福田 忠博（米山奨学担当）、
小林 俊明、北村 讓、安達 昌弘、藤本 淳司

福田 忠博、小林 俊明、安達 昌弘、栗山 博道、
梅原 一樹、藤本 淳司

副委員長 委　　員

   第11回5月度理事会開催。第3回ノミニー理事会開催。

  11日 2015-16年度地区研修・協議会開催。次年度会長・幹事・各委員長。

  11日～ 京都において1泊の「春の家族会」。

  16日 ロータリー雑誌月間として会報・雑誌広報委員会卓話。福田会員卓話。

   「第3回若手ロータリアン勉強会・懇親会」開催。

  19日～ 台北福齢RC訪問。奨学金授与式参加。

  23日 吉田会員代理卓話。東馬場良文様「授産学園の活動」について。

  26日 「大阪天満橋ローターアクト創立35周年記念式典」開催（大阪キャッスルホテル）。

 5月 3日～ 春のライラ開催。

  5日 大阪市中央公会堂3階特別室において移動例会開催。

   ロータリーフェスティバル参加。

  9日 第2回クラブ職業奉仕新旧委員長会議開催（大阪YMCA会館）。

  14日 委員会報告。各委員長報告。

   第12回6月度新旧合同理事会開催。

  21日 新入会員の戸田会員、井本会員の自己紹介卓話。

   新旧合同クラブ協議会開催。

   第5回IM6組新旧合同会長・幹事睦輪会。

  28日 福田会員卓話「日本と韓国の関係」。

 6月 4日 針谷会員卓話「弁護士の懲戒制度」。

  11日 早瀬会員代理卓話「マジックショー」。

   次年度第11回理事会開催。

   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開催。

  18日 安達会員卓話「映画（海難1890）についてと中国の社会状況」。

  20日 大阪YMCAにおいて次年度会員増強セミナー開催。

  25日 最終夜例会と下期新入会員歓迎会開催。

   下岡会長、辻義光幹事退任挨拶。



先　附 蛸の酢の物
蓋　物 海鮮茶碗蒸し
海鮮ちらし寿司　赤出し汁

本日のメニュー 次年度 例会小委員会・親睦活動小委員会
合同の基本方針発表と懇親会
6月18日、次年度の例会運営小委員会と親睦活動小委
員会合同の基本方針発表と懇親会が、福島区にある大
阪アーバンロータリークラブの横尾さんが経営してる洋
食屋「ヨコオ」で開かれました。

参加会員10名と少し少なかったですが、会場を貸し
きって頂き美味しい料理とお酒でおおいに盛り上がり
楽しい雰囲気の中、有意義な懇親会だったと思います。

いよいよ7月からは新年度になりますので、嶽下会長、檜
皮幹事を守り立て中之島ロータリークラブをより活性化
したいと考えております。

菊地先生からのお礼状
五月連休明けから一週間、写真家菊地先生が富士フォトギャラリーにて、東京展に続く作品展を開かれました
ことは、皆様も記憶に新しいことと思います。

これはプロの写真家でも稀に見る快挙でありましたので、我が写真同好会を中心に有志の浄財を集めお祝い
を贈りました。そのお礼状が届いたしだいです。



●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 1名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 90.00%
5月28日の修正出席率 100.00%

ニコニコBOX18
6

下岡：ニコニコ
嶽下：安達さん、卓話楽しみです。ニコニコ
辻（一）：ニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：安達さん、卓話楽しみです。
高島：途中退席するかもしれません。
小林：今年の例会も今日と来週の2回となりました。

1年間後協力有難うございました。
井戸本：先週の歓迎会楽しかったです。ニコニコ
村上：ニコニコ
安達：打ち合わせのため、早く来ました。

北村さん、早く元気になってください。
西田：ニコニコ
満村：ニコニコ
戸田：6月11日歓迎会、有難うごあいました。
栗山：ニコニコ
井本：先週は歓迎会を開催いただき、有難うございま

した。

本日合計 : ￥55,000
累　計 : ￥1,918,020

●メイクアップ
井戸本 泰次   6 月11日 新入会員歓迎会
木村 眞敏   6 月11日 新入会員歓迎会
岡本 啓吾   6 月11日 新入会員歓迎会
杉村 雅之   6 月11日 新入会員歓迎会

［日時］平成27年6月25日（木）
［開場］太閤園「オーキットテラス」

〈例　　　会〉18：00～18：30
例会開場  司会進行
   SAA　早瀬 道圓
開場点鐘  会　　長
   下岡 陽一郎
ロータリーソング ソング委員
   辻　 一夫
会長退任挨拶 会　　長
   下岡 陽一郎
幹事退任挨拶 幹　　事
   辻　 義光
幹事報告  次年度幹事
   檜皮 悦子
出席率報告 出席委員長　
ニコニコ発表 SAA
閉会点鐘  会　　長
   下岡 陽一郎

〈懇　親　会〉18：40～21：00
18：40 開　　会 司会進行親睦委員
   満村 和宏
18：41 開会挨拶 親睦副委員長
   満村 和宏
18：45 乾　　杯 会長エレクト
   嶽下 勇治
 　  ～ 会 食 ・ 歓 談 ～
18：55 表　　彰
 ・会長賞
 ・最優秀委員会賞
 ・功労賞
 ・ニコニコ大賞（金額・回数）
 ・ホームクラブ皆出席者
 ・100％出席者（メイクアップ含む）
19：20 新入会員の紹介と挨拶
 　紹介者 辻　 義光
  栗山 博道
 　新入会員 井本 万尋
  戸田 佳孝
20：50 閉会挨拶 会長エレクト
   嶽下 勇治
20：55 手に手つないで
 ソング委員長　檜皮 悦子

21：00 閉　　会

大阪中之島ロータリークラブ
最終例会・懇親会プログラム


