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2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！
2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

（ 6月25日）
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2015年7月2日
第1066回（本年度 第1回）例会

2015-16年度スタートにあたって
会長

嶽下 勇治

本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
■初例会
●卓話 会長・幹事新年度活動方針
嶽下 勇治 会長
檜皮 悦子 幹事

次回 7/9 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 四大奉仕委員長活動方針
クラブ奉仕委員長 井戸本 泰次
職業奉仕委員長 小林 俊明
社会奉仕委員長 安達 昌弘
国際奉仕委員長 辻 一夫
■8月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

今年度の会長を務めさせて頂くことになりました。気軽にお引き受
け致しましたものの責任の重大さに身の引き締まる思いでございます。
私が会長をお引き受けしたのは、3年ほど前になります。ほとんど
ロータリーの経験がないときでした。
私は毎日、京都から大阪まで電車を利用しています。
ロータリー・クラ
ブに入会させていただいてから1年ほど経ったときでした。電車に
座ってうつらうつらしていた時、
どこの駅だったか忘れましたが、妊婦
さんが乗ってきて私の近くに来ました。私はためらいもなくその人に
近づき座席を譲りました。
その時の爽快感がいまだに頭に残ってい

幹事報告 (6/25)

2014-15年度第1065回（第47回例会）

ます。多分ロータリー・クラブに入っていなければ、目
の前に来ない限り席を譲ることはなかったと思いま
す。席を譲ったとしても、何となく照れ臭く譲るぐらい
だったと思います。その時が、私がロータリアンに
なった時だと感じていました。
会長に推薦されたとき、二つ返事で了解したのもこ
ういった影響もあったのではないかと思います。今は、
大それたことをしたと悔やんでいます。
何しろ、
ロータリー歴は5年と11ケ月ということで、
まだまだ右も左もよく分かっていない若輩者でござ
います。
どうかこれからの1年間、温かくそして力強い
ご支援ご協力をお願い申し上げます。
今年度のRI会長は、
スリランカ出身のK.Ｒ.ラビンドラ
ン氏です。RIテーマとして、
「世界へのプレゼントにな
ろうBe gift to the world」
です。
ロータリーを通じて、
世界にプレゼントすることで、誰かの人生にそして世
界に真の変化を起こせるのです。ロータリーには素
晴らしい未来があります。
と述べられています。
RI会長のテーマを受けて、第2660地区立野純三
ガバナーの方針は、
『 変革を！ロータリーを通じて奉
仕（プレゼント）
を！』
とされました。RIは大きく変化し
ようとしています。そして私達はその変化に対応して
いかなくてはなりません。現在、会員基盤が年々弱体
化してきています。
「戦略計画委員会」
を立ち上げ、中
長期計画を練っていただき、魅力あるクラブに変化し
ていただきたいとガバナーは要望されています。
前年度下岡会長は、
「気づきと明るい笑顔の挨拶」
とし、一人一人がお互いに関心を持ち合い、親睦の
輪を広めていただきました。その流れを今年度に生
かしていきたいと考えています。
本年度は、
「未来に向けて！そして楽しもう ロータ
リーを！」
をクラブテーマとして、活力ある魅力的なク
ラブにして行きたいと思います。皆様方のご支援ご協
力をよろしくお願い申しあげます。

幹事 檜皮 悦子

■本日は、今年度最終例会となります。最終例会から次
年度の幹事が幹事報告をすることになっております
ので宜しくお願いいたします。
例会終了後、下半期新入会員の歓迎会が開催されま
すので、大いに盛り上げていただきたいと思います。
■次週7月2日
（木）
は会長・幹事の本年度の方針発表です。
■7月5日（日）米山学友会総会、及び新規奨学生歓迎
会がKKRホテル大阪で開催されます。会長エレクト・
副幹事・福田米山委員長・栗山カウンセラーご出席宜
しくお願いいたします。
■7月9日
（木）
は四大奉仕委員会の本年度の方針発表で
す。
クラブ奉仕委員会の井戸本委員長・職業奉仕委員
会の小林委員長・社会奉仕委員会の安達委員長・国際
奉仕委員会の辻
（一）
委員長宜しくお願いいたします。
例会終了後第2回8月理事会が開催されますので、理
事・役員の方はご出席いただきます様にお願いいた
します。
■7月10日
（金）大阪大手前RCに次年度嶽下会長・次年
度檜皮幹事が表敬訪問に参ります。
■7月11日
（土）は全国ロータリー親善野球大会が甲子
園球場で14：40から開催されます。今回はDr.戸田が
待機しておりますし、
たくさんの方の応援をお願いい
たします。選手の方は頑張ってください。
■7月16日
（木）は大阪大手前RCより次年度中林会長・
次年度竹森幹事が来訪されます。
また、
クラブ奉仕委
員会のクラブフォーラムです
（13時〜14時）井戸本委
員長、宜しくお願いいたします。
■7月23日
（木）
は各小委員会・会計・SAAの活動方針発
表です。各小委員会の委員長宜しくお願いいたします。
又同日の18：00〜IM6組 睦輪会が開催されます。会
長、幹事が出席いたします。
■7月30日
（木）
は井戸本会員の卓話になっております。
井戸本会員宜しくお願いいたします。

戸田会員、テレビ出演予定
7月5日
（日）
戸田会員がTBS午後7：57〜「駆け込みドクター」に
出演されます。
お時間がなくても是非ご覧ください。

2014-2015年度 会長・幹事退任挨拶

会長 下岡 陽一郎、幹事 辻 義光
2014-2015年度を振り返って
2014-15年度会長 下岡 陽一郎

会」が開催されました。
9月に、1月に入会され4月の台湾訪問で一層クラブにな
じまれておられた黒田さんが療養叶わず、
ご逝去され、
本当に残念でした。
また10月に、会長もされておりました堀口会員がご逝去
されました。
10月2日、第2回クラブ協議会が開催され、戸田ガバ
ナー補佐が訪問されました。三世代クラブ合同社会奉
仕事業会議が開催されました。
10月18日、IM6組インターシティーミーティングがコン
グレコンベンションセンターホールAにて行われました。

2014〜を振り返って、当初会長を引き受けた時、USド
ルの為替レートは95円から100円を推移しておりまし
た。今現在、123円から124円で推移しております。私の
ビジネスは輸入業務が大半でありますので、業績も著し
く変わってくるという大変な折りの会長職でありました。

10月30日、今年度最大の式典であります、姉妹クラブ台
北福齢RCとの締結10周年記念式典が太閤園で開催さ
れました。福齢RCより35名もの参加があり、両クラブの
絆がより一層深まりました。翌日10月31日には京都観
光、夜はSAA早瀬委員長の提案のもと
「ちもと」にて和気

体調も悪くなってしまいましたが、皆様の励ましとご協

藹藹の中、祝宴が開催されました。

力により、
どうにかゴールすることができました。感謝と

11月3、4日は岩手県岩泉小本（おもと）小学校・中学校

共に厚くお礼を申し上げます。

を訪問し書架と教材をお贈りし、野田村の野田小学校・

辻幹事と私は中学・高校の先輩・後輩であり、幹事を要

中学校には柔道着、野球道具、太鼓等寄贈しました。現

請した折快く引き受けてもらい、今になってはより一層

状を目にして、教育関係の復興の遅れを感じました。

の絆が深まったと思っております。

11月6日、私が指名委員長となり、次年度理事、役員候

今年度RI会長ゲイリーC・K・ホアン氏のテーマは“LIGH

補者が発表されました。

UP ROTARY”、2660地区泉ガバナーの方針は「一人一

11月8日、
「第5回国際ロータリー第2660地区米山奨学

人の輝きであなたの地域を輝かそう」
というものでした。

生ふれあいスピーチコンテスト」において郭名純さんが

これらを受けて、大阪中之島RCは「気づきと明るい笑顔

発表しました。

の挨拶」
を今年度のテーマに掲げ、
スタートしました。

11月15日は大阪天満橋RC、大阪大手前RCと共に三世

先ず7月3日、辻幹事と共に2014-2015年度の活動方

代社会奉仕事業として奈良市柳生の里「成美学寮」に

針を発表しました。
7月6日に米山学友会総会、新規奨学生歓迎会がKKRホ
テル大阪で開催されました。
7月10日、四大奉仕委員会の今年度方針の発表があり
ました。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されました。同時に第
2回8月度理事会、IM6組睦和会が開催され、辻義光幹

4K液晶テレビ55型の贈呈式が行われ、その後、餅つき
大会が実施されました。生徒たちの嬉しそうな顔が忘れ
られません。
11月27日は大阪中之島RCがホストになり三世代合同
例会を開催しました。11月15日の三世代社会奉仕事業
がその場で紹介されました。
12月5〜6日はシェラトン都ホテル、
フェスティバルホー

事と共に出席しました。

ルにて地区大会が実施されました。

7月11日、辻幹事と大手前RCへ今年度の挨拶へ参りま

12月11日、年次総会が開催され、次年度理事、役員が

した。
8月に予定しておりました淀川花火大会が、残念ながら
雨天中止となりました。
8月12日に第1回「若手ロータリアン研修セミナー・親睦

決定しました。同時に第7回1月度理事会が開催されま
した。
12月20日はクリスマス家族会でたくさんのご家族の参
加がありました。総勢53名であります。

今から3年ほど前下岡会長から幹事を引き受けてもらい
2015年1月10日〜13日にかけてヴェトナム人道的国際
奉仕事業が実施されました。
ダナン ドン・クァンソン病院
を訪れ医療器具を寄贈し、孤児寺訪問、
ヴェトナム国立
病院にてVTTについて病院関係者と今後の進め方につ
いて話し合いました。
2月26日、高島会員の卓話がありました。
「クラブ戦略委
員会」についてのお話でした。
3月5日に米山奨学生の郭名純さんに最後の奨学金を
渡しました。4月より楊宜璇さんがその後の奨学生にな
りました。

たい旨打診があった時、中高の先輩であり、
またお互い
出戻り組といったことから引き受けるのが自然でした。
幹事として1年間クラブ運営に携わったことは、ロータ
リーの目的、考えなど少し自分なりに理解に努めること
ができたと思っています。
年間行事で印象的な事柄は、10月の台北福齢RCとの
姉妹締結10周年事業、11月の三世代合同社会奉仕事
業、及び合同例会、4月台北福齢RC周年事業及び奨学
生への授与式参加のための台湾渡航です。特に台湾へ
の渡航については一大決心でした。以前はビジネス、観
光を含め海外には積極的に行動していた時期がありま

4月、
クラブ戦略計画委員会を立ち上げました。

したが、
ここ20年近く海外へは行かなくなりました。
ビジ

4月11日、12日、春の家族会を京都で行い、40名の参加

ネスで行く機会がいくつもあったのですが、社員任せに

で楽しい一日を過ごしました。
4月19日〜21日にかけて台北福齢RC17周年記念事業
に出席し、奨学金を授与いたしました。
また、申請がおり
ましたグローバル補助金について今後の計画について

して出不精を決め込んでいました。それが下岡会長の
「幹事も行くのが当然」の言葉の後押しで20年ぶりに海
外へ行くこととなりました。
下岡会長の半ば強制的な指示に対し新たな一歩が踏

話し合いました。

み出せたこと、今は感謝しています。

4月26日、
「大阪天満橋ローターアクト創立35周年記念

1年間幹事をやらせて頂いたことで社会奉仕、国際奉

式典」が大阪キャッスルホテルにて開催されました。次
年度の社会奉仕事業も、大阪天満橋ロータリーアクトの

仕、職業奉仕、親睦活動、会員増強などに参加すること
で、他では得れない体験、活動、仲間との絆を築くことが

メンバーのもとで開催することになります。

できました。

5月5日、
ローターリーフェスティバルが実施され大阪中

しかし今年度において悲しい出来事が二つありました。

央公会堂にて移動例会が行われました。
6月25日、本日最終夜例会と下期新入会員歓迎会が開
催されることになります。今年度、5名の新入会員が入会
され、
トータル31名の会員数になりました。
最後に、今一度会員の皆様の多大なるご協力に心より
感謝申し上げます。次年度は嶽下年度になります。会員
皆様には今年度以上のご支援を頂きますようよろしく
お願いいたします。
ありがとうございました。

幹事退任挨拶

堀口さん、黒田さんの思いがけない訃報でした。堀口さ
んは私の2度目の入会推薦者で、天満界隈で会うたびに
戻って来い、戻って来いとよく声を掛けられました。今こ
の場にいるのは堀口さんのおかげです。下岡会長年度
のとき堀口さんも戻ってくる約束でした。一度も会長卓
話、幹事報告を聞いてもらえなかったことが残念です。
うれしいこともありました。今年度5名の新しい仲間が増
えたことです。皆様ユニ―クなキャラクターな方ばかり
で大阪中之島RCのさらなる発展が期待できます。
1年間行き届かない幹事だったと思いますが、辛抱強く

2014-15年度幹事 辻

義光

お付き合いいただき、
またご支援、
ご協力いただいた会

この1年間幹事という大役を下岡会長の指示のもと、何

員、事務局の皆様には本当に感謝いたします。

とか大きな問題もなく無事終えられたことに感謝いたし

1年間ありがとうございました。

ます。

大阪中之島ロータリークラブ 2014-2015年度最終例会・懇親会
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ニコニコBOX

下岡：1年間会員の皆様にはお世話になりました。有
難うございます。
辻（義）
：1年間有難うございました。
嶽下：新入会員の井本さん、戸田さん、
これからもよろ
しくお願いします。
村橋：今年度最終例会、下岡会長、辻幹事有難うござ
いました。
辻（一）
：今日はがんばって多めにニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：本日最終例会です。いたらないSAAでしたが皆
様1年間ご協力有難うございました。
高島：多くのゲストお迎えしての最終例会でニコニコ
下岡会長、辻幹事ご苦労様でした。
犬飼：下岡会長、辻幹事ご苦労様でした。
夜例会ニコニコ
永井：下岡会長、辻幹事お疲れ様でした。有難うござ
いました。
檜皮：下岡会長、辻幹事お疲れ様でした。嶽下年度よ
ろしくお願いします。
木村（佳）
：下岡会長、
辻幹事お疲れ様でした。
ニコニコ
安達：孫誕生祝の御礼
下岡会長、辻幹事お疲れ様でした。
西田：下岡会長、辻幹事1年間お疲れ様でした。
ニコニコ
満村：下岡会長、辻幹事お疲れ様でした。
栗山：下岡会長、辻幹事お疲れ様でした。
梅原：下岡会長、辻幹事お疲れ様でした。

本日合計 : ￥48,000
累

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥1,966,020

31名
6名
1名
24名
7名

出席率
6月4日の修正出席率

7月のお祝い
Congratulations!
●誕生日

早瀬 道圓 ［ 1 日］
檜皮 悦子 ［ 7 日］
犬飼 直之 ［11日］

●事業所設立記念

山本 肇
株式会社関西建設［昭和51年］
針谷 紘一
針谷紘一法律事務所［昭和55年］
北村 讓
株式会社アークエース［昭和57年］
井本 万尋 株式会社保険コンシェルジュ
［平成20年］

●本日のゲスト
VTT委員会
名誉会員
名誉会員
名誉会員
米山奨学生

●メイクアップ
藤本 淳司
木村 佳弘
栗山 博道
満村 和宏

6 月11日
6 月11日
6 月11日
6 月11日

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
4名
1名

77.41%
86.66%
朝子 幹也 様
平本 道昭 様
白阪 琢磨 様
伏見 隆 様
楊 宜 様
新入会員歓迎会
新入会員歓迎会
新入会員歓迎会
新入会員歓迎会

