
変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！

2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

YUJI's MONOLOGUE

（ 7月9日）
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2015年7月16日

本日のプログラム

第1068回（本年度 第3回）例会

次回 7/23 のお知らせ
♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●各委員会活動方針
　各委員会、小委員会委員長

♬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

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは
本日は、金森市造様そして米山奨学生の楊宜璇様ようこそお越しい
ただきありがとうございます。どうぞごゆっくりお過ごしください。
この前の日曜日（7月5日）に、ロータリー米山奨学生学友会の
2015-16年度総会と新規奨学生を迎会するパーティーがKKRホテル
大阪で開催されました。米山奨学生の○○さんと、米山担当の福田委
員長、カウンセラーとして栗山会員、そして私の4名が出席しました。
学友会の今年度のテーマを「実践躬行（じっせんきゅうこう）」とされていま
す。得た知識をもって実行していく。日本米山奨学金制度で得た知識、
体験した知識を母国・社会に自身の力で実際に踏み行うことが我々の



2014-15年度第1067回（第2回例会）
幹事報告 (7/9)

幹事  檜皮 悦子

■本日7月9日（木）は5大奉仕委員会の本年度の方針
発表です。
　「標準ロータリークラブ定款」には5大奉仕委員会と
明記されておりますが大阪中之島RCは青少年奉仕
委員会がなく、社会奉仕・青少年委員会になっており
ます。社会奉仕・青少年委員会の安達委員長・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・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。
　本日、クラブ戦略計画アンケートの提出締切日になっ
ております。

■7月10日（金）大阪大手前RCに嶽下会長・檜皮幹事が

目標です。との話がありました。そして、今年の4月25
日に起こったネパールでの大地震の現状をネパール
の学友から紹介があり、1日も早く復興することを祈
願して、ネパール音楽祭を開催していただきました。
米山奨学生の楊宜璇（ようぎせん）さんは、非常に貴重
な体験をさせていただきました。と感想を述べられま
した。
本日卓話、第2回目「奉仕の一世紀」のご紹介です。先
週初例会分は、ロータリーの生みの親として、ポー
ル・ハリスの生まれた時の家庭環境、学生生活状況
などを紹介させていただきました。家庭環境も悪く、
悪戯好きで学校からも退学処分を受けたりもしたが、
祖父母の厚い愛情で学業生活を満喫しています。
今日のご紹介は、ポール・ハリス自身、人生で最も波
乱万丈な年月であったといわれる時期をご紹介しま
す。大学の卒業式で基調講演をした先輩の言葉か
ら、卒業後すぐ仕事につかず5年間の波乱万丈時期
を経験しています。
詳細は、週報の中に1枚入れておりますので、お読み
いただければ幸いでございます。
「ロータリーの生みの親」としては、来週で終わります
が、そのあと「種は蒔かれた」という題で、ロータリー
クラブ創立がどのような状況の中で生まれたかをご
紹介したいと思います。
最後に、1つは戦略計画委員会からのアンケート調
査のお願いです。皆様方のご協力でたくさんの方に
提出していただきましたことを、厚くお礼申し上げま
す。期限は、今日中になっていますのでまだの方は、
帰りしなでも結構ですので、事務局の方へ提出をお
願い致します。よろしくお願い致します。
2つ目は、当クラブの名誉会員であります伏見さんが、
本日、これまでの思いを表明するときいております。
18日には事務所開きが行われるようでございます。
以上で今日の会長の時間を終わります。ありがとうご
ざいました。

表敬訪問に参ります。また13：45～帝国ホテル4階に
て「竹の間」にて3クラブ合同社会奉仕事業会長・幹
事・社会奉仕委員長会議が開催されます。
　同日18：00～、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分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～前年度理事役員の慰労会が「キート
ス」にて開催されます。

■7月18日（土）13：30～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。

■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27日（月）第二回SAA委員会が、和顔（わがん）に
て18：00～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。

■8月6日（木）松川ガバナー補佐公式訪問日です。
　会員増強・維持委員会卓話になっております。辻義光
委員長宜しくお願いいたします。又13：45～第一回
協議会が開催されます。

■8月13日（木）休会になっております。

本日のメニュー

・ビーフカレー
・メスクランサラダ、コーヒー



2015-16年度

四大奉仕委員長方針

獄下会長の下15年度ク
ラブ奉仕委員長を仰せ
つかりました井戸本です。

獄下会長の「未来に向け
て！そして楽しもうロータ
リーを！」をクラブ奉仕委
員長として実践していく
ことを基本に活動してま
いります。

未来に向けては、まさに
前年度に設立されました
戦略委員会との連携であります。また、「楽しもうロータ
リーを」は私の組織運営の考え方であります「良いとこ見
つけ」「真似るは学ぶ」の実践により活動してまいります。

今年1年間のクラブ奉仕委員会の方針を報告させてい
ただきます。

クラブ奉仕委員会は、泉パストガバナーの「ロータリーの
心と実践」のなかに会社で言うところの総務部であり「ク
ラブ管理・運営部門」と位置づけられています。中之島
ロータリークラブのクラブ奉仕委員会は「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」の4小委員会で構成されています。

「会員増強･維持小委員会」辻義光委員長
会員増強の検討に当っては25年問題を念頭に増強
を図る必要があります。当クラブの平均年齢は62.3才
です。10年後の25年には31名中17名が後期高齢者
になります。今後の増員に当っては戦略上平均年齢
を引き下げながら増強を図る必要があることを共通
認識として共有したいと思います。

また、新入会員にロータリーを楽しんで頂くことが退
会を防ぎ、会員数を維持する最低必要条件だと思慮
いたします。

「例会運営小委員会」村橋義晃委員長
会員の自クラブ出席率の向上とメイキャップの推奨
により他クラブの活動の良いところを見つけ当クラブ
の活動に活かすことも大切です。

例会運営に当っては、楽しい中にも威風堂々の気質
の維持も必要ではないかと思慮いたします。前回、例
会場での私語に対するSAAの指摘は良かったと思い
ます。

「親睦活動小委員会」西田末彦委員長
例会受付等は、前下岡会長の「明るい笑顔の挨拶」に
ある笑顔で決まります。忙しさにかまけず笑顔の対応
を実践して頂くことでアットホームな例会づくりお願
いいたします。西田小委員長の方針にある例会を楽
しみながらロータリアンとしての修練の場であります。

今年度の活動方針
今年度の活動方針とし
て「職業奉仕とロータ
リーの四つのテストと
の関連の理解を深め、
職業奉仕の原点を究
めたい」としています。

私自身、過去にも職業
奉仕委員長を勤めて
いますが、十分に消化
しきれていたか否か
心もとない限りです。

今回は、新年度を迎えるにあたり、職業奉仕の関連文
献を読んでいたところ、四つのテストは真に職業奉仕
の現れである旨の文献を目にしました。もう少し勉強
して、皆様に被瀝したいと考えています。

又、去る5月9日、地区の第2回クラブ職業奉仕新旧委
員長会議が開催されましたが、その時の資料として、
地区約80クラブのアンケートの集計が出ています。そ
こで、これを要約して皆様に読んで戴き、職業奉仕の
理解の一助として頂くようにしたいと考えております。

今年度の活動計画
①職業奉仕月間に、職業奉仕の考え方についてグ
ループ分けして討論し、より深く職業奉仕を理解し
て頂き、自己の事業の一助にして頂くように考えて
います。

②出前授業の実施
昨年度、木村委員長が実施されていますが、これを
今年も踏襲したいと考えています。唯、木村委員長
の発表では必ずしも、この事業は歓迎されていな
いようなフシも見受けられましたので、その意義に
ついて再検討します。

③会員企業の職業訪問
今までも年に数回、会員企業（職場）を訪問してき
ています。日本銀行大阪支店の訪問や造幣局の訪
問、西田会員の所属されている大阪一の市場訪問
等も印象に残っています。

これら会員企業の職場を訪問し、会員の御苦労や
成功の喜び等を見聞し、一層の事業発展と会員と

クラブ奉仕委員会 委員長　井戸本 泰次

職業奉仕委員会 委員長　小林 俊明

「会員研修小委員会」針谷紘一委員長
針谷小委員長の方針にあるとおり新入会員研修が大
変重要であります。

今年の目標の一つに情報交換をするため月一回程
度例会のテーブルを各委員会で着席をする事も検討
していきたいと思慮いたします。



今年度の活動方針・計画
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。

社会奉仕委員会 委員長　安達 昌弘

国際奉仕委員会 委員長　辻　 一夫

台湾とベトナムを軸に国
際奉仕を展開するという、
従前の方針を踏襲した
いと考えております。

尚、台湾のGG事業につ
いては順調で、また、ベト
ナムについてはVTT事業
が中心となりますので、
当委員会は一歩下がっ
て協力を進めたいと思い
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。

その他、麻薬撲滅運動・自殺防止問題・献血運動、その
他地区協議会でも何かの提案があると思いますので、
あとは僕の独断でその持ち帰った内容を精査した上で、
必要性を感じたら理事会に掛けたいと思っています。

予算額は今年度計画書16ページをご参照ください。

去る7月11日（土）、今年の甲子園親睦野球大会が行わ
れ、我が中之島ロ－タリークラブは地元の兵庫・甲子園
ロータリークラブとの一戦に挑みました。
しかし、結果は勇んで駆けつけて頂きましたドクター戸
田、野球の応援も皆勤の檜皮会員、江川さん、楊ちゃん、そ
の他会員のご家族の方々の応援もむなしく9対5の敗戦。
敗因は監督である私の采配による試合運びの拙さに尽
きます。人をうまく使っていれば勝ててた、と今更ながら
後悔しております。
ただ、これでまた目標が出来ました。そこに立っている
だけでも感動出来るあの甲子園で勝つまで、勝てるまで
出場し続けようという決意です。
参加して頂きました皆様方、暑い中本当にお疲れさまで
した。特に、杉村さんは精一杯のプレーで右手の指を骨
折されたいへん残念なことでありました。
秋のガバナー杯までには絶対に治してもらって、せめて
ガバナー杯では優勝したいと思っています。　
最後に、嶽下会長には前日のノボテル甲子園での親睦
会での鬘落としといい、当日試合後の打ち上げ会とい
い、2日間に渡り有難うございました。
参加者全員心より感謝しております。

甲子園で３年連続の敗戦 野球同好会 監督　安達 昌弘

の親睦友情を深めていきたいと考えています。

④会員企業の設立を記念し、成立該当月に記念品を
贈呈する。

改めて、会員事業所の設立を本人はもとより会員全
員で祝賀し、益々の事業の発展を祈念したいと考え
ています。



日　時：2014年7月9日（木）
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・小林・安達・辻（一）・北村・針谷・西田・永井・辻（義）・檜皮・杉村・
　　　　オブザーバー栗山 　以上15名（敬称略）
配布資料：
・ 2015-2016年度　年間行事計画　
・ 2015-2016年度　各委員会・委員　
・ 2015-2016年度　予算（案）
・ ソングブック制作見積書
・ ピアニスト・米山奨学生　プレゼント 領収証

2015-2016 年度 第2回　8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。
審議事項が沢山ありますので、スムーズな進行をお
願い致します。

審議事項
1. 新入会員候補

金森 市造 様　⇒［ 承認 ］

2. ソングブック制作
前年度の決算で処理する。　⇒［ 承認 ］

3. ピアニスト、米山奨学生へのプレゼント
米山奨学生への贈呈は、期間終了時とする。
　⇒［ 承認 ］

4. ベトナムVTT人道的奉仕プロジェクト
D2660クラブ国際奉仕委員会において共同提唱クラ
ブを募集していただく。　⇒［ 承認 ］

5. 2015～2016年度 三世代合同社会奉仕事業
プロジェクト名：大手前整肢学園　園外活動の支援
上記の地区補助金申請　⇒［ 承認 ］

6. 天満橋RCに要望書を出す件（成美学寮への奉仕
事業）　⇒［ 承認 ］

7. 例会時配席
月1回、各委員会でテーブルを囲みコミニュケーション
を図る。　⇒［ 承認 ］

8. 今年度 東北支援事業
日程：2015/10/2、10/3
台北福鈴RCとの共同奉仕事業となり、台北福鈴RCの
会員が来日時に歓迎会を催す。歓迎会費用において
のみ中之島RCが負担（2015/10/1）　⇒［ 承認 ］

9. 2015-2016年度 予算一部訂正
預り金　RI分担金　前期27.5＄　後期27.5＄
財団寄付　前期100＄　後期60＄
　⇒［ 承認 ］

10. 吉田ピアニストが復職するまで金田ピアニストに
お願いする　⇒［ 承認 ］

檜皮幹事
各委員長は奉仕事業において事前には計画書、事後
においては報告書を理事会に提出する。

村橋会長ノミニ－挨拶
本日もお疲れさまでした。今後もスムーズな進行を宜
しくお願い致します。

・ 2015-2016年度　RI2660 地区補助金申請書
・ 社会奉仕事業　要望書
・ 例会時配席表
・ 2015-2016年度　委員会（計画・報告）書
・ ベトナムVTT人道的奉仕プロジェクト予算（案）

【’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

【’15年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
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

1日（木）

8日（木）

15日（木）
22日（木）
29日（木）

1077

1078

1079
1080
1081

12

13

14
15
16

米山月間

社会奉仕委員会フォーラム

例会変更＝10月23日（三世代例会）
創立記念夜例会

米山奨学委員会
福田 委員長
社会奉仕委員会委員長
安達委員長

夜例会

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会

8/6（木） ガバナー補佐訪問日
8/29（土）地区財団セミナー

10/23（金）三世代合同例会
10/15(木）ガバナー公式訪問日
10/9（金）、10（土）東北支援事業



●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 1名
出席者 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 3名

出席率 90.00%
6月18日の修正出席率 93.33%

ニコニコBOX9
7

嶽下：四大奉仕委員長、活動方針よろしくお願いします。
下岡：ニコニコ
井戸本：本日卓話ですが、恥ずかしいのでカラーグラ

スをかけて話させていただきます。ご容赦願
います。

辻（一）：ニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：四大奉仕委員長、1年間よろしくお願いします。
小林：職業奉仕委員会をよろしく。
北村：①前年度の表彰有難うございました。

②入院中は多くの皆様のご好意に感謝します。
③無事手術を終え、退院いたしましたが7月15
　日にギブスを取りリハビリが続きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが宜しくお願
いします。

北村：会長会の皆様から退院のお祝いを頂き有難う
ございました。
いただきましたご厚意を全額ニコニコにさせ
ていただきます。

村上：ニコニコ
木村（佳）：初めての司会よろしくお願いします
戸田：テレビを観てくださり有難うございました。
栗山：ニコニコ
杉村：うっとおしい天気が続きますがご自愛ください。
井本：今週末の甲子園、晴れますように！！
ゲスト　金森 市造 様：

よろしくお願い致します。

本日合計 : ￥76,000
累　計 : ￥159,000

●メイクアップ
北村 　讓   6 月10日 大阪西RC

●本日のゲスト
北村会員ご紹介 金森 市造 様
米山奨学生 楊　 宜　 様

先週に日本留学試験と日本語能力試験のN2レベルを
受けました。完璧できたと言えません。けれども合格でき
る自信を持っています。皆さんがよく話してくれたおかげ
で聴解の部分はよくできました。ありがとうございます。
日曜日に米山総会と新規奨学生歓迎会を参加しまし
た。今回のテーマはネパール復興支援です。歓迎会でネ
パールの伝統な服装を着て、先輩たちと一緒にネパー
ルのダンスを演出してうれしかったです。しかし、実は前
に何度も演出する機会をやめたいと思っていました。と
いうのは、ダンスが苦手で、なかなかうまく踊れませんで
したし、歓迎会と試験は同じ日に行うたので、練習と勉
強に追われて悩んでいました。
でも、最後まで頑張ってよかったと思います。とても珍し
い経験ができました。まだチャンスがあれば、是非様々

米山奨学生

7月10日（金）大阪大手前RCに嶽下会長、檜皮幹事が表
敬訪問に伺いました。
また同日帝国ホテル「竹の間」にて、2015年度三世代ク
ラブ合同奉仕事業である、大阪赤十字病院附属大手前
整肢学園支援について話し合われました。各三クラブ、
会長、幹事、社会奉仕委員長が出席いたしました。

三世代クラブ合同奉仕事業

米山奨学生　楊 宜　（ヨウ ギセン）

な活動を参加したいです。これからもすすんで日本語を
使ってたくさん友人を作っていこうと考えています。そし
て、日本語の勉強だけでなく、いろいろなことに挑戦し
ていき、有意義な留学生活を送りたいと思っています。
最後、皆さんのあたたかい応援に心から感謝します。あ
りがとうございます。


