
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16日）
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2015年7月23日

本日のプログラム

第1069回（本年度 第4回）例会

次回 7/30 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 : 「R・O・T・A・R・Y」
●卓話　
　井戸本 泰次

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日は、大阪大手前ロータリークラブの中林会長・竹森幹事様、尼崎
北ロータリークラブの長澤松男様、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。

先週の11日（土曜日）に、甲子園での野球大会がありました。

接戦で負けはしましたが、素晴らしい試合ができました。安達監督ほ
かチームのみなさん方には、本当にありがとうございました。

そのまえの晩には、出場するクラブチームによる前夜祭が行われまし
た。余興として、我々大阪中之島ロータリー野球部は、ラジオ体操を行



2014-15年度第1068回（第3回例会）
幹事報告 (7/16)

幹事  檜皮 悦子

■本日は大阪大手前RCより中林会長・竹森幹事が来訪
されております。
　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。
　また、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。

■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、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。

■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。

■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より第一回協議会が開催されます。
　会長のお考えで理事役員の方は勿論ですが、3年未
満の会員の方だけでなく、ご出席をお願いいたします。

■8月8日（土）クラブ国際奉仕委員長会議が開催されます。

■8月13日（木）休会になっております。

■ロスターの理事役員のお名前に訂正がございます。
後日、訂正シールをお渡しいたしますので宜しく願い
いたします。

■上半期会費を期限までにお振込みをお願いいたします。

いましたところ、会場全員が総立ちで真剣に協力して
いただきました。非常に心に残る感動を頂きました。

先日、ベトナム医療機器支援でお世話になっていま
す平本先生から、連絡が入りました。

我がクラブは、2001年6月からベトナム医療機器の
支援を続けています。その橋渡しをしていただいた
方が、「天と地」の作家でベトナム人のレ・リィさんと
いう方で、現在ベトナムダナン市などで人道的病院を
作る援助活動を続けておられます。

今回堺市に来られ「NPOドクターMAYA人道基金」主
催のチャリティイヴエントで講演などをされるそうで
す。7月9日（日曜日）12時よりリーガロイヤルホテル
堺（南海本線・堺駅 直結）にて開催されます。出席希
望の方がおられましたら、事務局までご連絡下さい。

本日卓話は、「奉仕の一世紀」第3回目で「ロータリー
の生みの親」で最終回でございます。ロータリー創立
者ポール・ハリスの、生まれた家庭環境から学生生活
そして弁護士になるまでの状況に触れてきました。

今日の最終回では、ポール・ハリスがどのような社
会・経済状況のなかで弁護士事務所を開業したの
か、どのような思いでロータリークラブを作ろうとした
のか、そしてロータリークラブをつくる瞬間をとらえて
います。のちに、最初に作られた定款・綱領の心がこ
こにあるように思えます。

次週からは、「種は蒔かれた」として、3週にわたって
ご紹介したいとかんがえています。ロータリアンとし
て決して忘れてはならない最初の会合1905年2月
23日（木曜日）をどのようにしてどのような思いで、そ
して、第3回目の会合1905年3月23日で、名称をどの
ように決定したのか、また最初のロータリー綱領がで
きた状況などが出てまいります。

お楽しみいただきたいと思います。

最後に、戦略委計画員会からのアンケートにつきま
して、皆様方から貴重なご意見をいただきました。あ
りがとうございました。現在集約中で、結果につきま
しては後日発表させていただきます。

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。

大阪大手前RCより中林会長と竹森幹事が
お見えになりました。



クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム報告

クラブ奉仕委員長　井戸本 泰次

クラブフォーラムにあたり、各テーマについて討論する

原点として3点の確認もして頂ければと考えております。

1点目は私たちはどうしてロータリアンになったのか？

2点目はどのようなロータリアンになりたいのか？

3点目はロータリアンとして何をしたいのかをこの機会

に再度確認していただきそれぞれのテーマについて活

発なご意見を交わしていただければと思います。

各テーブル毎に意見を纏めて頂き時間があれば3分程

度で発表をお願いいたします。

時間がなければ週報に掲載させて頂きたいと思います。

「会員増強・維持小委員会」

■各テーブルの意見
クラブの雰囲気を良くする。会員自身が楽しい場を
作り名物メンバーを作る（戸田会員など）。地道に
頑張る。

テーブルA　　発表担当者　 岡本 啓吾

「会員増強・維持小委員会」
会員として相応しい人物　目標5名

「例会運営小委員会」
①ソング部門…声を揃えて元気で明るい

②出席部門…誰もが気分良く出席できる

　　　　　　マナーの向上

③プログラム部門

④会報部門

「親睦活動小委員会」
12月19日クリスマス会

来春桜のお花見家族会

10月29日創立記念夜例会

1月28日上期新入会員歓迎会

6月30日下期新入会員歓迎会

「会員研修小委員会」
入会1年未満の新入会員向け研修会 年数回

情報集会 年数回

「例会運営小委員会」

■各テーブルの意見
今のままでよい　異議なし

「親睦活動小委員会」

■各テーブルの意見
クラブの雰囲気を楽しくし行事を増やす。同好会を
増やすことがクラブの活性化につながる。

「会員研修小委員会」

■各テーブルの意見
新入会員を交えオリエンテーションなどをすれば
よいのでは？



「会員増強・維持小委員会」

■各テーブルの意見
会員を増やすとしても誰でも良いという訳ではなく、
クラブの雰囲気に合った中之島RCでの活動を楽し
んでもらえる方でなくてはならない。
会員数もクラブにとって適正な人数での運営が理
想的であり、40名～50名位が適正人数ではない
かとの意見が出ました。
候補者の情報をもらえれば、会長・幹事・会員増強

テーブルC　　発表担当者　 栗山 博道

「会員増強・維持小委員会」

■各テーブルの意見
ロータリーにおける会員増強は、永遠のテーマで
ありクラブ存続に不可欠であることは、様々な場面
で多くの方々が語られる通り、会員増強は、新入会
員の入会と在籍会員の退会防止の両面と理解する
ことが大切です。ロータリーの誇りと慶びを様々な
形で体感してもらい、他の異業種交流会との違い
を理解してもらえれば、新入会員の入会促進と既
存会員の退会防止に繋がるでしょう。
ロータリーを理解する近道は、マニュアルや手続要
覧を読むことではなく、大小に関係なく様々な奉仕
事業に関わり体験体感することが大切です。
以上、テーブル協議内容を報告致します。

テーブルB　　発表担当者　 村橋 義晃

「会員増強・維持小委員会」

■各テーブルの意見
○会員数50名ぐらいがベストである。
○年齢性別は問わない。

「例会運営小委員会」

■各テーブルの意見
○ラジオ体操は良い企画なので、続けてほしい。
○例会に出席できない場合、必ずメーキャップを
するようにしてほしい。
○プログラム部門は何をするのかわからない。次
回クラブ協議会などで議題とし会員みんなで検
討してはどうか。
○会報は、素晴らしい出来なので引き続きお願い
したい。

「親睦活動小委員会」

■各テーブルの意見
○他の委員会主催の懇親会もあるので、親睦とし
ては4～5回ぐらいでよいと思う。
○また、新しい企画として、ヨットに乗っての花見な
どは如何でしょうか。

「会員研修小委員会」

■各テーブルの意見
○情報集会は多い方がよく、コミュニケーションも
とれる。居酒屋くらいでいいのではないか。

テーブルD　　発表担当者　 嶽下 勇治

委員長でどうアプローチしていくのが良いか検討
するので情報があればお願いします。

「例会運営小委員会」

■各テーブルの意見
ソングについて
コーラス部を結成し、例会時に指揮だけではなく歌
も前で歌ってもらうのも良いのではないでしょうか。



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 3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 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.00%
6月25日の修正出席率 93.33%

ニコニコBOX16
7

嶽下：本日のフォーラム、井戸本委員長よろしくお願
いします。

下岡：ニコニコ、台風気をつけてください。

檜皮：大阪大手前中林会長、竹森幹事ようこそお越し
くださいました。
甲子園野球お疲れ様でした。嶽下会長、打ち上
げでは温かなるお気持ち有難うございました。

井戸本：本日クラブフォーラムです。よろしくお願いし
ます。
台風被害でませんように。

小林：台風が近づいています。気をつけて下さい。

辻（一）：台風気になります。ニコニコ

吉田：ニコニコ

針谷：ニコニコ

北村：昨日ギブス抜糸しました。リハビリ頑張ります。

村上：ニコニコです。

辻（義）：ニコニコ

西田：大阪大手前RC中林会長、竹森幹事ようこそお越
しくださいました。ニコニコ

戸田：井戸本会員、フォーラム楽しみです。

栗山：ニコニコ

大阪大手前RC　中林邦友会長、竹森敏麿幹事：
先日はお越しいただき有難うございました。
１年間よろしくお願いします。

本日合計 : ￥43,000
累　計 : ￥202,000

●メイクアップ
針谷 紘一   6 月11日 新入会員歓迎会
井戸本 泰次   6 月11日 新入会員歓迎会
北村 　譲   6 月11日 新入会員歓迎会
村上 俊二   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

新平君です。
こんなに大きくなりました。

吉田ピアニストの
赤ちゃんの近況が届きました

先　附 温度玉子　魚素麺　美味出汁　ふり柚子
造　り 鯵たたき　蛸湯引き
煮　物 冷やし鉢
 　白芋茎（ずいき）　海老吉野煮　冬瓜
 　ミニトマト　オクラ
揚　物 穴子アスパラ東寺揚げ　蓮根　万願寺
 アンデスの塩　レモン
食　事 白御飯　香の物　赤出汁

本日のメニュー

●本日のビジター
尼崎北RC 長澤 松男 様
大阪大手前RC 中林 邦友 様
大阪大手前RC 竹森 敏麿 様

檜皮幹事がポールハリスフェローの表彰を受けました。

Congratulations!


