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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！

（ 7月2日）
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2015年7月9日

会長挨拶
会長

第1067回（本年度 第2回）例会

嶽下 勇治

本日のプログラム
♬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

次回 7/16 のお知らせ
♬SONG 「日も風も星も」
:
●クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム
井戸本 泰次 委員長
〜14：00

皆さんこんにちは。
本年度会長の大役を拝命致しました嶽下勇治でございます。
どうか1
年間皆さん方の温かく、そして力強いお力添えを頂きながら会長職
の任務をはたしていく所存であります。
どうかよろしくお願い致します。
前年度の下岡会長は、
「気づきと明るい笑顔の挨拶」
をテーマにクラ
ブの活性化に努めてまいりました。今年度、私は
「未来に向けて！ そ
して楽しもう ロータリーを！」
をテーマとして方針を立てました。詳し
くは、
のちほど会長の活動方針の時間がありますのでそちらでお話を
させていただきます。

これから毎週会長の時間を頂くことになっています。
ロータリー歴の浅い若造が先輩ロータリアンを前に
して何を話せば貴重な時間を使えるのか、実は瘠せ
る思いで真剣に悩みました（体重の変化はありませ
んが）。2〜3年程まえから、地区のガバナー事務所へ
よく行っていました。
ある時、
ガバナー事務所の書棚
の隅の方にほこりの被った1冊の本に目がとまりまし
た。
この本は、
ロータリー創設から一世紀の物語を一
冊の本につづったもので、米国ニュージャージー州
マールトン・ロータリー・クラブのデイビットC.フォ
ワード著／日本語訳監修 菅野多利雄「奉仕の一世
紀」
であります。
ロータリー創立時の目的、そして、今日のロータリア
ンがごく当たり前に受け止めている多くの慣習や手
順の起源についても触れています。
まず本日から、3週に分けて
「ロータリーの生みの親」
をご紹介していきたいと思っています。
その第一回目
は、ポール・ハリスの子供時代の家庭環境、そしてど
のようにして学生時代を過ごしたのかを掲載してい
きたいと思います。

クラブ戦略計画アンケートの提出日になっております。
このアンケートは、大阪中之島RCの方向性を決める
大きなカギになっております。全員の方の提出をお願
いいたします。
■7月10日
（金）大阪大手前RCに嶽下会長・檜皮幹事が
表敬訪問に参ります。同日18：00より、
ノボテルホテ
ルにてロータリー全国親善野球大会前夜祭が開催さ
れます。
■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。選手の方は12：
45に集合してください。
ご家族の方もご参加いただき、
声援をお願いいたします。
甲子園RCとの対戦で、選手の方はDr.戸田が待機して
おりますが、怪我のないように頑張ってください。
■7月16日
（木）は大阪大手前RCより中林会長・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
（13：00〜14：00）。井戸本委員長、宜
しくお願いいたします。
同日18：30より前年度理事役員の慰労会が「キート
ス」
にて開催されます。

私自身の勉強のつもりで、会長の時間をこの本の紹
介をさせていただきます。皆さん方におかれましても、
1つでも心に響くものがございましたら幸いでござい
ます。
どうか1年間よろしくお願いいたします。

■7月18日
（土）13：30より大阪YMCA文化会館2階に
おいてクラブ米山奨学生委員長・会長エレクト・幹
事・カウンセラー研修会が開催されます。
高島PDG・福田奨学生委員長・村橋会長エレクト・栗
山カウンセラー・檜皮幹事が出席いたします。

幹事報告 (7/2)

■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よりIM6組 睦輪会が開催されます。
会長、幹事が出席いたします。

2014-15年度第1066回（第1回例会）

幹事 檜皮 悦子

■大阪南西ロータリークラブがRIを脱退しましたので
2660地区は81クラブになりました。
■年次計画書P.18とロスターP.5の地区出向者ページで
高島会員…戦略計画委員会 委員長
米山奨学部門 顧問
村橋会員…戦略計画委員会
が抜けておりました。訂正シールを作成いたしますの
で、修正お願いいたします。
■本日7月2日
（木）
は会長・幹事の本年度の方針発表です。

■7月27日
（月）第二回SAA委員会が、和顔（わがん）に
て18：00より開催されます。
■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。
同日18：00より淀川邸にて下岡直前会長。
辻直前幹事
の慰労会がございます。
ご出席宜しくお願いいたします。

■7月5日
（日）17：00より米山学友会総会、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・福田米山委員長・栗山カウンセラー・幹事が出
席いたします。
また地区より高島PDGが「米山奨学部門・顧問・本年
9月から米山記念奨学会 評議員」
として出席されます。
■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・青少年奉仕委員会の安達
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。

村上会員の紹介者である福田会員と
藤本会員の紹介者である早瀬会員に対し、
国際ロータリーよりピンバッジが送られました。

2015-16年度

大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長

嶽下 勇治
R I のテーマをうけ 受 け、第 2 6 6 0 地 区

立野純三

2015-16年度ガバナーの地区方針は、
『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。私たちはその変化
に対応していかなければなりません。そして、日本の将
来を託す若い人達に、我々ロータリアンはもっと関与す
べきです。
また、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、中長期計画を練り上げ、魅力的な活
気あふれるクラブに変化していただき、今以上にクラブ
の存在価値を高めていただくようにと言われています。
具体的事項
みなさんこんにちは、2015-16年度の大阪中之島ロー
タリークラブの活動方針を説明させていただきます。
まず最初に、RI会長と第2660地区ガバナーのテーマそ
して方針を説明させていただきます。
K.R.ラビンドラン2015-16年度RI会長（スリランカ、
コロ
ンボ・ロータリークラブ会員）のテーマは、
『世界へのプ
レゼントになろう Be a gift to the world』
です。
「我々は今大きな転換点にいます。我々は生命を与えら
れ、愛を与えられ、そして家族、友人といった多くのプレ
ゼントを与えられました。私たちの人生の価値は、
どれ
ほど得たかではなく、
どれほど与えかによって判断され
ます。
ですから、苦しんでいる人から目を背けず、同情の
言葉をかけるだけでなく、実際に何かをしてあげましょ
う。私たちは、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すことです。
ロータリー
は大きな変化の時期、真の変化を成し遂げるときを迎
えています。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。
重要項目

①ポリオ撲滅…PR
②会員増強…活力あるクラブ
③ロータリー財団…原資は寄付
④戦略計画委員会…中長期の重点方針
⑤地区改革…健全な地区財政
⑥人材育成…明日のリーダー
⑦ITの活用…ロータリーをもっと知る
RIのテーマ、地区方針に基づき、本年度の大阪中之島
ロータリークラブの活動方針は、
『未来に向けて！ そし
て楽しもう ロータリーを！』
とさせていただきました。
前年度下岡会長方針の『気づきと明るい笑顔のあいさ
つ』を引き継ぎながら、未来に向かって活動していきた
いと考えています。
「未来に向けて」は、ロータリー創立者ポール・ハリス
が、いつも愛し机の上に置いていた帆船を見ながら、
「これはいつもどこかに向かっている。全ての帆を掲げ
て！」
と言っていたように、戦略委員会の活性化と、
クラブ
会員全員が同じ方向を向いて進化していかなければな

①ポリオ撲滅…ポリオとの戦いを続ける

らないと思います。戦略委員会と会員全員の意思の疎

②会員増強…基本に立ち返る

通がその成否を決めると思われます。そのためには、気

③ブランディングの取り組み…ロータリーのイメージ
④ロータリー財団…ロータリアンからの寄附
「これからの一年は、永遠に持続する記念碑を築くため
に与えられた時間です。
この記念碑は今後何世代にも
わたって人々の人生と心に刻まれるのです。
この機会は
二度と訪れません。今この時を逃がさず生かそうではあ
りませんか。そのためにこそロータリアンとして行動を
起こしましょう。
」
と言っておられます。

づきと明るいクラブ運営、各委員会、同好会の活性化を
図り、ロータリーを楽しむことこそが不可欠ではないか
と思います。
また、楽しむためのもう一つの条件として、
ロータリーを
もっと知る必要があると思います。会長の時間、会員研
修委員会及び職業奉仕委員会の卓話、炉辺集会の活動
を通じてロータリーの「心」を深く感じて行きたいと考え
ています。

今月から月に一度、
ミリオンダラーミールの日を設けた
いと思っていますので皆様方のご理解を頂きますようよ
ろしくお願い申し上げます。
クラブ方針は以上の通りでありますが、
現在進めています
重点施策につきまして、
少し説明をさせていただきます。
一つ目は、すでにアンケートのお願いが届いているかと
思いますが、戦略計画の件であります。
趣旨等はアンケート調査表の中に入っていますので省
略させていただきますが、我が大阪中之島ロータリーク
ラブの“将来あるべきクラブの姿”として、無記名でのア
ンケート調査としています。
どうか忌憚のないご意見を
お願申し上げます。
二つ目には、すでにご承知の通り、
グローバル補助金を
使った職業研修プロジェクト
（VTT）
であります。
本年度の強調事項は下記の通りです。

耳鼻咽喉科の内視鏡を使った手術の教育と普及を目指

①会員増強…活動基盤の確保

す奉仕事業であります。日本のドクターがベトナムへ行

②戦略委員会の活性化…各種プログラムの見直し

きまして、ベトナムの病院及び近隣病院の耳鼻咽喉科医

③楽しもう ロータリーを！…クラブ全体の活性化
以上の強調事項を中心に未来に向けて、ロータリーを
楽しみながら活動していきたいと考えています。
昨年度は、1名の退会者があったものの5名が新入会員
として仲間に加わっていただきました。そのおかげでク
ラブの雰囲気もずいぶんと盛り上がりました。
この勢い
を絶やすことなく今年度に生かしていきたいと考えてい
ます。
また、大阪中之島RCの懸案事項の一つでもありました
財務体制につきましては、会員の増加により、本来の姿
でありますクラブ運営資金と人道的奉仕活動資金に分
けることができました。
（詳細は活動計画書に掲載して

師の、手術レベルの向上を図るプロジェクトであります。
このプロジェクトは単に大阪中之島ロータリークラブの
奉仕事業としての役割のほかに、二つの大きな意味合
いが含まれています。
1つには、今年の世界大会でのRI会長のお話のなかで、
アジアでロータリーのない国が3ヶ国あります。
この国に
ぜひともロータリークラブを作っていきたい。そのため
にはいろんな形での環境づくりが必要でありますと述
べられています。
3ヶ国の内の一つは、ベトナムであります。今回我々が計
画しているVTTプロジェクトは、
まさにRI会長の目指して
いるものに合致します。そして第2660地区発のこの
VTTプロジェクトが、将来に向けてのベトナムにおける

おりますのでご覧いただきと思います。）

ロータリー発足の布石とも言える非常に意義のあるプ

このことは、ただ単に会計を分けただけといったもので

ロジェクトだと思います。

は意味がないと思います。

二つには、我がクラブが所属しているゾーンは第三ゾー

人道的奉仕活動の原資はニコニコ箱の収入でありま

ンにあります。
この第三ゾーンは西日本から九州までの

す。強制的に集めた会費ではありません。我々が自主的

11地区が入っていますが、
この第三ゾーンの中では、今

に集めた浄財で、日本や海外で苦しんでいる人や困っ

までにVTTを使った奉仕事業は1件もありません。

ている人たちに奉仕をしています。
このことを十分ご理

このため、第2660地区ガバナーはじめ地区国際奉仕委

解の上今まで以上のニコニコ箱へのご協力をお願いい
たします。

員会からも、ぜひ実現させて下さい、そしてベトナム向
けVTTという新たな試みを通じて、地区内クラブの人道

また、本年度は奉仕活動の充実を図るため、
ミリオンダ

的国際奉仕活動の活性化に努めていただきたい、
との

ラーミールを採用することとしました。

励ましの言葉を頂いているプロジェクトであります。

この制度は1960年から財団募金の一つとして始まった

是非とも成功させたいと思っていまする皆様方のご理

もので、現在は各奉仕活動の資金として利用されている

解とご協力をよろしくお願い致します。

ものです。

以上で、
クラブの活動方針と当面の重要課題につきまし

月に一度、
カレーの日あるいはちらし寿司の日などの軽

て説明させていただきました。

食の日を設け、経費削減を行い、差額分を人道的奉仕

どうか1年間よろしくお願い申し上げます。

活動に回す制度であります。

２０１5-１6年度 幹事挨拶

幹事

檜皮 悦子
リーを！」を実践すべく、積極的に行動していきたいと
思っております。
幸い本年度は大きな周年事業がございませんので、
こ
ういう時こそロータリーの原点に立ち戻り、
ロータリーの
基本に忠実に、考え行動したいと思っております。
ロータリーは、奉仕を理想として友情を深め親睦を図る
ことが基本であります。
そして充実した委員会活動及びゴルフ、写真、野球、麻

この度、嶽下勇冶会長年度の幹事を務めさせて頂くこと
となり、その重責に身の引締まる思いがしております。
嶽下会長のご指示のもと、前幹事及び事務局そして多く
の皆様の助けを借りて幹事の務めを果たし、大阪中之
島ロータリークラブの運営に少しでもお役に立てること
が出来たらと願うばかりでございます。
会長方針の「未来に向けて！ そして楽しもう ロータ

雀等々の同好会活動を通じて、会員の相互理解と友情
を深めること、そしてまたロータリーにふさわしい新会
員入会といったロータリーの本来の活動に心がけ、
クラ
ブ組織の内面を更に充実させていきたいと思います。
少しでもクラブのお役に立てられるよう幹事を果たすべ
く役割を勉強していきたいと思っています。
どうか皆様、
御支援、御協力の程よろしくお願い申し上げまして、幹
事就任のあいさつとさせていただきます。

7月5日 米山総会及び奨学生歓迎会
米山奨学生学友会（関西）の15-16年度総会及び新規

外学友会など総計167名の盛大な会合でした。
「実践躬

奨学生を歓迎するパーティーが、KKRホテル大阪で開

行（じっせんきゅうこう）」をテーマとした総会での活動

催されました。当クラブからは、米山奨学生の楊宜璇さ

計画報告のあと、高島パストガバナーの乾杯のあいさ

ん、栗山カウンセラー、福田米山委員長、高島パストガ

つで歓迎懇親会が開催されました。

バナー、嶽下会長が出席しました。

当クラブ奨学生の楊宜璇さんが、多くの友人達と明るく

出席者は、地区役員、
ロータリアン、学友、奨学生、国内

和やかに楽しんでいる様子がとても印象的でした。
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ニコニコBOX

嶽下：1年間よろしくお願いします。
下岡：嶽下会長、檜皮幹事頑張ってください。
村橋：新年度のスタート、嶽下会長、檜皮幹事1年間よ
ろしくお願いします。
井戸本：嶽下さん、檜皮さんガンバッテ。
檜皮：嶽下会長年度宜しくお願いします。
吉田：ニコニコ
早瀬：期初です。新役員の皆様、頑張ってください。
福田：サッカー勝ちました。ニコニコ
針谷：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
山本：嶽下会長、檜皮幹事1年間頑張ってください。
高島：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
来週、再来週欠席のお詫び。

▲お誕生日のお祝い：左より犬飼 直之会員・早瀬 道圓会員・
檜皮 悦子会員・嶽下 勇治会長・西田 末彦会員

犬飼：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
小林：錦織さんは棄権で残念ですが、女子サッカーは
決勝進出です。頑張れ！
嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
村上：ニコニコ
永井：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
辻（義）
：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いしま
す。ニコニコ
木村（佳）
：ニコニコ
木村（眞）
：ニコニコ
西田：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
ニコニコ

▲事務所創立記念日のお祝い：左より小林 俊明会員・山本 肇会員・
針谷 紘一会員・嶽下 勇治会長

岡本：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
戸田：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
杉村：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。
今年こそガバナー杯野球、優勝します！
！
梅原：嶽下会長、檜皮幹事1年間よろしくお願いします。

本日のメニュー

藤本：今年度もよろしくお願いします。
名誉会員 前田 隆司：
嶽下会長、大変ですが頑張ってください。

本日合計 : ￥83,000
累

計 : ￥83,000

●出席報告

先

附

養老豆腐 イクラ 山葵 じゅんさい

造

り

鮪

煮

物

蓮根饅頭 きくらげ
海老そぼろ 粟麩

焼

物

枝豆 もろこし
山葵

事

銀餡掛け

すずき木の芽味噌焼き 丸十蜜煮
半月レモン 酸取生姜

食

旨出汁

鯛 あしらい

白御飯

香の物

玉子真丈

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

31名
6名
1名
26名
4名

出席率
6月11日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
86.66%
93.33%

●メイクアップ
梅原 一樹

6 月11日

新入会員歓迎会

0名
0名
0名
0名

