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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23日）

YUJI's MONOLOGUE

2015年7月30日

会長挨拶
会長

第1070回（本年度 第5回）例会

嶽下 勇治

本日のプログラム
♬SONG 「R
: ・O・T・A・R・Y」
●卓話 税政改正への対応
井戸本 泰次 会員

次回 8/6 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会員増強・維持委員会卓話
辻 義光 委員長
■松川雅典ガバナー補佐、
郡悦清ガバナー補佐エレクト訪問日
■懇談会
11：30〜

サファイアルーム

■第1回クラブ協議会
13：40〜 サファイアルーム

皆さんこんにちは
本日は、大阪平野ロータリークラブの竹下晋司様、
ゲストの坂本恵様
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。
本日卓話は、
「奉仕の一世紀」についてご紹介をしたいと思っていま
す。先週までは、
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、学生時代のことそして学校を卒業してから社会人になるまで
の冒険そして、
ロータリークラブを作る瞬間までをご紹介させていた
だきました。

いたします。
■7月27日
（月）第二回SAA委員会が、和顔（わげん）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1日（土）
クラブ広報委員長会議が13：30から薬
業年金会館301にて開催されます。山本広報委員長
宜しくお願いいたします。

今週からは、第2章としまして、
「「種は蒔かれた」
とい
う題で3週に分けてお届けしたいと思います。本日は、
その
「種は蒔かれた」
の第一回目であります。
世界では、
ライト兄弟が初めて動力飛行に成功した。
ノルウェーがスウェーデンから独立した。
ロシア帝国
ニコライ2世に対し、
レーニンが1905年を選んで、
ヨーロッパへの自主亡命から母国に帰ってきた。
スイ
スの若い物理学者アルバート・アインシュタインが
「特殊相対性理論」
を発表した。
シカゴでは、丸太小屋と辺境の要塞からなる集落か
ら、高層ビルのそびえ立つ大都市へと急成長を続け
た。が、一方では、社会不安や政治の腐敗で、無数の
酒場や売春宿は肉の欲望を満たし続け、街頭のスリ
から殺人に至るまで犯罪が横行し、道を歩いていて
幸い何事も起こらなくとも、悪臭が鼻をついた。暴力
団と神、
アルコールと禁酒法支持者、
そびえ立つビル
と無数の長屋式アパートの接触する街。

■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13：30より
薬業年金会館にて開催されます。辻一夫国際奉仕委
員長宜しくお願いいたします。
■8月13日
（木）休会になっております。
■8月20日（木）社会・青少年奉仕委員会・国際奉仕委
員会の合同委員会がホテルニューオータニにて開催
いたします。
■8月22日
（土）第一回クラブ社会奉仕委員長会議が薬
業年金会館にて9：30〜開催されます。安達社会・青
少年奉仕委員長宜しくお願いいたします。
■上半期会費を期限までにお振込みをお願いいたします。

そのような街で、
ポール・ハリスがどのような思いで、
1905.2.23を迎えたのか、
ということが書かれています。
次週7月30日には最初の会合での議題の内容はな
んだったのか、
そして
「種は蒔かれた」最終回8月6日
でのご紹介では、我々今日も続けているソングはどの
ような中から生まれたのか、
そして最初のロータリー
綱領の草案と第三の綱領、公共奉仕の理念がでてま
いります。
お楽しみください。

本日のメニュー

以上で会長の時間を終わります。
ありがとうございま
した。

幹事報告 (7/23)

2014-15年度第1069回（第4回例会）

幹事 檜皮 悦子

■本日、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 睦輪会が新大阪ワシント
ンホテルプラザにて開催されます。会長、幹事が出席

・サーモンのパヴェ 生ハムフルーツ くらげと蒸し鶏
・舌平目のクション サンゼルマン風
・ビーフ チーズ 短冊野菜のサラダ和風ソース
・コーヒー、
パン

各委員会活動方針

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、SAA、会計
会員増強・維持小委員会

委員長

辻

義光

得られる例会のプログラムとしたい。
クラブの活動記録と会員への正しい情報提供のツール
として、
クラブ内外への広報誌としての機能を向上させ
たい。

親睦活動小委員会

委員長

西田 末彦

会員数の減少はクラブ活動が制限されるだけでなく、会
員個々への士気低下、役割、費用負担が多くなり、疲弊
する状況となります。
今年度はまず会員相互の情報交換を活発にして、現状
の30名の維持に努めます。
増強については昨年度4名（入会5名、死亡退会1名）増
員でしたが、今年度も会員として相応しいと思われる人
物5名を入会目標にと思っています。

まず活動方針ですが、
ロータリー活動の原点は例会運
営だと考えますのでその例会を充実させる事が最重要
だと思います。
例会が始まってしまえば会長の時間とかソング、幹事報

例会運営小委員会

委員長

村橋 義晃

告、出席報告などで30分、残り30分は会員の卓話とプ
ログラムが決まってますので何も出来ませんが、親睦活
動小委員会としては例会が始まる前30分を充実させる
のが役目だと思っております。
親睦活動小委員会のメンバーは例会の30分前には出
来るだけ来る様にします。
そして受付で会員一人一人を
出迎え挨拶をする様にします。
さらに各テーブルを回りお声けをし会話を楽しみ、各
テーブルで笑い声が聞こえる様な楽しい雰囲気作りを
したいと考えております。

今年度の活動方針

イベントとしては少なくても二回家族会を開催いたしま
す。一つは12月19日
（土）太閤園でクリスマス家族会を

例会は、
クラブの姿を表現する最多行事でもあり、親睦

します。

と奉仕の両輪の原動力となる様な例会運営を目指して

もう一つは来年の4月、桜の頃にお花見家族会を計画し

まいります。

ております。それ以外にも何か良い提案があれば何度

出席メンバー全員が声を揃え、元気良く明るい気分で

でも家族会をしたいと思っております。

歌えるソングを中心に曲の選定を行い、明るい雰囲気

それと今年度は誕生日のプレゼントとして、旬の果物を

の例会スタートにします。

クラブから各会員の自宅へ送らせて頂きます。今年一年

会員の誰もが気分よく出席できる環境とビジターやゲ

ご協力宜しくお願いします。

ストを気持良く迎えるマナーの向上を目指します。
ロータリーの正しい知識を深められる内容と満足感を

SAA

委員長

北村

讓

例会を除いてラジオ体操すること ⑤12時集合
①、⑤について決定し、①〜③については、印刷したも
のを委員に手渡した。
・ 第2回目は、委員会と懇親会を7月27日
（月）18時から
北堀江「和顔（わげん）」
にて開催することに決定。
会長、幹事、全委員出席予定（但し、栗山委員は診療
日の為欠席）
以上、報告致します。

会計

委員長

永井 俊行

以下の活動方針と活動計画に基づいてSAA委員並びに
幹事・親睦小委員会と連携協力して頑張って参ります。
＜活動方針＞
例会が規律ある中に楽しく開催されるよう努める。
＜活動計画＞
1. 例会ごとに担当者を決める。
2. 毎月1回は、現状に基づき打ち合わせをする。
3ヵ月か4ヵ月に1回は例会場以外で委員会を持つ。
3. 幹事と連携を取り、1.2.をしっかり持つことで会員、
ビ
ジター、
ゲストに気持ちの良い例会運営を目指します。

本年度の会計方針を発表させて頂きます。

上記計画により

本年度の新会計予算書に基づき本会計での予算内活

・ 第1回目の委員会を6月11日
（木）11時より例会前に

動による財政の強化を図ると共に、奉仕活動を支える

7

開催。会長、幹事、全委員出席。

ニコニコ収入の資金確保し充実に努めたいと思います。

①司会当番 ②ニコニコ当番 ③例会進行手順 ④第1

また、半期毎の予算と実績報告を必ず行います。

23

ニコニコBOX

嶽下：坂本様、おこしいただき有難うございます。
下岡：伏見さんの事務所開き、辻さんと行ってきました。
村橋：ニコニコ
小林：明日は天神祭りですね。暑いですが元気に楽し
みましょう。
辻（一）
：雨ですね。梅雨明けはまだでしょうか。
吉田：ニコニコ
針谷：今日もニコニコ
高島：2週連続欠席のおわび
北村：7月27日SAA委員会です。委員会の皆様よろしく
お願いします。
村上：ニコニコ
西田：雨が多くて嫌ですね。
岡本：早退及び2週連続欠席のおわび
戸田：ニコニコ
杉村：甲子園で怪我しました。すみません負けました。

本日合計 : ￥32,000
累

計 : ￥234,000

●出席報告
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
7月2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

1名
0名
1名
0名

86.66%
100%

●本日のビジター
大阪平野RC

竹下 晋司 様

●本日のゲスト
北村会員ご紹介

坂本

恵様

●メイクアップ
井本 万尋
北村 譲
辻 一夫
栗山 博道

7 月11日
7 月11日
7 月11日
7月 5日

全国甲子園野球大会
全国甲子園野球大会
全国甲子園野球大会
米山学友会 歓迎会

