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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！

（ 8月20日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 8 月 ）

会員増強・新クラブ結成推進月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年8月27日
第1073回（本年度 第8回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話

VTT委員会の
進捗状況について
講師 朝子 幹也 様
栗山 博道 会員

次回 9/3 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 新入会員自己紹介
金森 市造 会員

皆さんこんにちは
先週は、
ほとんどの方はお盆休みを取られたと思いますが、いかがで
したでしょうか。
本日は、
ゲストの司馬桜子様、そして坂本恵様 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下さい。

当クラブが計画しておりますVTTプロジェクト
（職業

国

研修チーム）
：ヴェトナムにおける内視鏡手術の教育

際ロータリー物語」
のご紹介をさせていただきます。

について、高島PDGよりプロジェクトの概要、
また関西

先週までは、
「種は蒔かれた」
として最後に、
ソングの

医科大耳鼻咽喉科、准教授朝子先生より鼻の内視鏡

本日の会長の時間は、引き続き
「奉仕の一世紀

生い立ち、最初のロータリー綱領、
ドナルド・カーター

手術の実際についてのお話があります。

氏登場による社会奉仕の理念が生まれたことなどの

■8月29日
（土）地区財団セミナーが13：30よりYMCA

ご紹介でしたが、今週からは、同じように3回に分け

にて開催されます。吉田財団委員長宜しくお願いいた

て
「全米に拡大」
をお届けしたいと思っています。

します。

1905年創立のシカゴ・ロータリー・クラブから、第2
番目のサンフランシスコ・ロータリー・クラブそして第
3番目のトライ・シティ・ロータリー・クラブ（のちに

■9月3日
（木）は委員会報告が新入会員の自己紹介に
変更されております。
金森会員宜しくお願いいたします。
■9月10日（木）北村会員の卓話になっておりますが、

オークランド・ロータリー・クラブ）ができたところまで

木村眞敏会員が代理卓話をされます。

が今回ご紹介であります。

同日13：45より第4回理事会が開催されます。理事役

トライ・シティー・ロータリー・クラブは、毎週例会を開

員の皆さまご出席宜しくお願いいたします。

いた最初のクラブとして後世に名を残した。当時、
シ

理事会後、諮問委員会がございます。

カゴとサンフランシスコはいずれもまだ隔週に会合

■9月12日
（土）大手前整肢学園，園外支援事業として

していた。
とあります。

須磨海浜水族館に園児を招待いたします。お手伝い

次週では、新しいクラブができるも非常に大きな事

宜しくお願いいたします。

件が出てきます。
ロータリーを利用して金儲けに走っ
た事件であります。
ご期待を頂きたいと思います。
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 (8/20)

2014-15年度第1072回（第7回例会）

atulations!
Congr

幹事 檜皮 悦子

■本日、13：45より第3回理事会が開催されます。理事
役員の皆さまご出席宜しくお願いいたします。
同日18：30より社会・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より開催されます。
■8月27日（木）は、木村眞敏会員の卓話が変更され、

木村会員が第1回米山功労者（10万以上）の
表彰を受けました

私が感じた日本文化

犬飼 直之 会員、講師：司馬 桜子 様
反映されているからだと思うのです。多様な美しさの伝
統文化による、素朴で温かい家庭から日本人の「躾」が
出来でいるのが理解できます。
この社会は、知識より人
柄を磨くほうに重きをおかれています。そのわけは、人
柄を磨けば協力が得られて、人づてで大切な情報も教
えてもらえ、手伝ってももらえるからです。人と人との結
びつき、支え合いや助け合いを示すような「絆」
・巡り合
わせの「縁」などの魅力的要素により有能な人間が集ま
り、品格に優れた社会が作られたのだと思います。
日本で生活していれば、
この社会ではあたりまえでも、
他の国では手の届かないものも多数見受けられます。
代理卓話を司馬桜子さんにお願いいたしました。司馬
さんが現在一生懸命活動しておられます、東北支援のコ
ンサートチケットを多数ご購入いただき厚く御礼申し上
げます。

一枚の健康保険証で、
どこにいってもどんな時も、
どん
な病院でも受付してもらえるのは、日本の国だけです。
日本人は、瞬間の衡動に任せず、物品、お金、地位にも
惑わされず、親切で、善意・真意をくみとれる善良な国
民性を備えていると思います。
また、
日本は自然資源が
不足しているといわれるのですが、
この資源が不足して
いるがゆえに、
この資源を大事にする心が生まれ、工夫
や新たなものを生み出す知性を持ち、結果的に世界に
先駆けた環境文化を作ったのだと思われます。
日本の日常生活は豊かな文化遺産と自然に支えられ、
その生活には多くのドラマが生まれています。
ロマンあ
ふれる絶好のロケーションにめぐまれて、
四季に合うよう
な
「おしゃれなファッション」
・
「おいしいグルメ」
・
「癒し住
まい」
・
「便利・安心・安全な交通アクセス・
（通信）」
など、
快適な要素と素晴らしい四季の織り成す多様な文化に
満ちています。本当に、体と心で感じる日本の文化は、暮

内モンゴルから日本の大学院の博士課程を修了したの
はもう20年前となります。
日本をという国を十分に理解
してないところもあると思いますが、
この数年の生活を
通じて、私が日本や日本人について素晴らしいと感じた
ものを伝えたいと思います。
日本文化の深さなどもそうですが、日本人は世界一温
和で落ち着いていて、優しく穏やかな国民です。
日本人
そのものが非常に特別だと感じます。
フレンドリーで思
いやりがあり、物事を冷静に見極めることができ、
しっか
りルールを守れる、サービスのレベルも非常に高く、犯
罪も少ない、世界で唯一、外国人が初めて訪れても、知
的にも一般生活的にも安心して旅行できる国です。
日本には昔から
「調和」を大切にする、
また己れを省み
るつつしみ深い精神文化が残っているため、周りと違う
行動を取ってはいけないという雰囲気が流れていて、大
きな声で主張できないという一面もありますが、
これは
伝統的に培われてきた日本人の美意識や生活意識が

らしに寄り添う優しさが、
小さくても居心地がいい環境に
恵まれています。特に、バス・電車などの公共交通機関
における緻密で正確な時間表は世界に類を見ません。
そしてそれが確実に運行されている国も日本だけです。
日本の方は、各々の職業意識が高く、
それぞれの仕事が
どんなジャンルのものであっても
「職人」のように仕事を
こなします。なかには、
お手洗い・ゴミ置き場の清らかさ
は、自分の部屋と同一空間のように澄み渡ってして、
ク
リーン・純麗・さっぱりしていさぎよい場所とされています。
他国にはない美意識と感覚のもと、
どんな人でも心地よ
くさせることができる
「おもてなし」
に溢れた国民なのです。
加えて、
日本の社会にはあたりまえかもしりませんが、未
進化の多くの国民や人々の如く、何か事があるとキタナ
イ言葉で攻撃したり、他人の人格を壊してしまうような
内容を主張したりすることがこの国民にはありません。
これは驚きです。日本社会は自分を制御できる
「理性」
が「感情」
をうまくコントロールして、常に争いをなくして

いるのだと深く感じました。
日本の「利他の精神」は、自己をささげる心構えながら
利他を行動原則とする考え方が根底にある社会だと思
います。
この結果が自己の利益を主張するというギスギ
スした社会を作らず柔らかい人間関係を作っているの
だと思います。
ところが近年の日本を見る限り、私がちょっと残念だと
思うのはそういった美点が崩れかけようとしているのは
極めて残念なことであります。ぜひ、
日本の精神文化の
良さを残すためにも頑張ってもらいたいものです。

第1回 クラブ協議会（2015〜2016年度）
日 時：2015年8月6日
（木） 13：40〜
場

所：太閤園2F サファイアルーム

出席者：理事役員、各委員長
嶽下・下岡・村橋・井戸本・小林・永井・辻（義）
・檜川・栗山・木村（佳）
・杉村（敬称略）
オブザーバー：松川ガバナー補佐・郡ガバナー補佐エレクト・高島DPG
開会の挨拶

嶽下会長

例会を楽しみながらロータリアンとしての修練を積む場

松川ガバナ−補佐・郡ガバナー補佐エレクトをお迎えし

でもあります。

て今年度第1回目のクラブ協議会です。皆様宜しくお願

例会は、
クラブの姿を表現する最多行事でもあり、親睦と

い致します。

奉仕の両輪の原動力となる様な例会運営を目指してま
いります。

【協議事項】
1.クラブ奉仕委員会

「ソング」
井戸本委員長

出席メンバー全員が声を揃え、元気良く明るい気分で

会員増強・維持、例会運営、親睦活動、会員研修の各小委

歌えるソングを中心に曲の選定を行い、明るい雰囲気

員会とコミュニケーションを図り、
クラブ会員相互の理解

の例会スタートにします。

と協調を基本としたロータリークラブ活動を目指します。
特に本年度会長方針「未来に向けて！そして楽しもう
ロータリーを！」を実践してまいります。月1回、例会時に
各委員長が同じテーブルつきコミュニケーションの向上
を目指します。
2.会員増強・維持委員会

席」

全会員の誰もが気分よく出席できる環境とビジターや
ゲストを気持良く迎えるマナーの向上を目指します。
「プログラム」
ロータリーの正しい知識を深められる内容と満足感

辻 義光委員長

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。

を得られる例会のプログラムとしたい。
「会

報」

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

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

させたい。
4.親睦活動小委員会

西田委員長（杉村委員代読）

＜活動方針＞
親睦はロータリー活動の二つの車輪の内の一つであ

物5名を入会目標にと思っています。
3.例会運営小委員会

「出

村橋委員長

り、会員相互の親睦を深める事こそがロータリー活動
の活性化につながり、出席率の向上、会員増強につな

例会は、
ロータリークラブ活動の基本であり、身近であっ

がるものと思っております。
したがいまして今年は特に

て最も大切なクラブの公式活動でもあります。

よりアットホームな中之島ロータリークラブにしたいと

会員相互の親睦と奉仕活動の基礎となるものです。又、

考えておりますので、皆様のご協力宜しくお願いします。

＜活動計画＞

の身体の不自由な子供達を須磨水族館へ連れて行って

①12月19日
（土）太閤園にてクリスマス家族会
②来年の春、桜の時期にお花見家族会を予定してい
ます

あげようという素晴らしい事業を企画されていますので、
中之島RCの会員も是非ご参加ください。
8.国際奉仕委員会

③10月29日
（木）創立記念夜例会

辻 一夫委員長（栗山委員代読）

＜活動方針＞

④1月28日
（木）上半期新入会員歓迎夜例会

関係委員会等との連携に配意しながら、国際奉仕活

⑤6月30日
（木）下半期新入会員歓迎夜例会

動の理解を深めて、親善と平和を推進していくと云う

5.会員研修小委員会

針谷委員長（下岡委員代読）

1. 入会１年未満の新入会員には、早く一人前のロータ
リアンに成長してもらうよう年数回、
ロータリー精神、
ロータリーに関わる様々な知識・情報を理解、習得し
てもらうための研修会を実施する。
2. 当クラブの会員にロータリーの精神を喚起し、
ロータ
リアンとして更なる成長を促すため、年数回の情報集
会を開催する
6.職業奉仕委員会

小林委員長

職業奉仕とロータリーの四つのテストの関係の理解を
深め職業奉仕の原点を究めたい。
＜今年度の活動計画＞

＜活動計画＞
1. 台北福齢RCと共同でGG資金を活用した貧困地区支
援及び奨学資金の提供を実施。
2. 前年に引続き東日本大震災関連支援（地区補助金40
万円、台北福齢RC：40万円、当RC：40万円、計120万
円）
を実施。
3. 従来から継続していたベトナムへの医療機器支援に
ついては休止。
尚、ベトナムの「お寺」に対する支援については、本格実
施の是非を判断するための当クラブ単独事業として
の交流を実施。
4. VTT（職業研修チーム関連）については、本格実施に

①職業奉仕月間には、職業奉仕の考え方について討
論し合う。

向け積極的に関係団体との協議を進める。
9.SAA委員会

②出前授業の実施
③会員企業の職業訪問
（会員の企業に限定せず、会員推薦の企業（職場）
訪問も含める。）
④会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈する。
7.社会奉仕委員会

従来からの方針を踏襲する。

安達委員長（辻 義光委員代読）

社会奉仕委員かいの今年度の活動計画としましては、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。
前者につきましては既に台北福齢RCからの支援金、地
区補助金とも既に中之島RCの口座に入っており、支援
先である岩手県下閉伊郡岩泉町の小本中学校・小本小

北村委員長（木村佳弘委員代読）

本年度は、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。

学校に必要な什器・備品が到着次第中之島RCからの支

上記計画により

援金も含めて送金することになっております。
この贈呈

・第1回目の委員会を6月11日
（木）11時より例会前に

式には台北福齢RCから5名、中之島RCからは9名、10月

開催。会長、幹事、全委員出席。

2日に現地へ訪問致します。

①司会当番

成美学寮への支援につきましては、例年と変わりなく寮

④第1例会を除いてラジオ体操すること ⑤12時集合

生たちと一緒に餅つきを楽しむことが中心ですが、今年

①、⑤について決定し、①〜③については、印刷したも

度は天満橋ローターアクトクラブの若い方々に進行・主
導権を任せる形を考えております。
其の他、三世代合同奉仕事業に関して本年度はホストク
ラブの大手前RCの提唱で、9月12日に大手前整肢学園

②ニコニコ当番

③例会進行手順

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。会長、幹事、全委員
出席（但し、栗山委員は診療日の為欠席）

10.会計

永井委員長

適正な財政基盤の確立に努め、日々の会計処理を迅速
適正に行います。
高島PDG
VTTの進捗状況の報告
松川ガバナー補佐
クラブ戦略計画委員会をいち早く立ち上げていただき、
ま
た、当地区では初めての試みになりますVTTも積極的に
取り組んで頂いています。
今後とも宜しくお願い致します。
閉会の挨拶
計画通り進んでいることの確認と次月以降も計画に基

村橋会長エレクト

松川ガバナ−補佐・郡ガバナー補佐エレクト、委員長の

づき協力する事を討議し、その後、懇親会を楽しんだ。

皆様、本日はありがとうございました。今後とも宜しくお

以上、報告致します。

願い致します。

2015-2016 年度 第3回

9月度定例理事会議事録

日 時：2015年8月20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・檜皮・杉村

以上13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

開会の挨拶（嶽下会長）
今年度のクラブ運営も順調に軌道に乗ってまいりまし
た。本日も宜しくお願い致します。

報告事項

審議事項

・3世代奉仕事業についての報告 安達社会奉仕委員長

1. 新入会員推薦承認の件
坂本 恵 様の入会推薦について

9月12日実施予定の大手前整枝学園 園外活動支援

出席理事12名

につき1人の園児につき2名の介護者が必要であると

賛成10名

反対2名

過半数より承認されました ⇒［ 承認 ］

2. 年会行事予定における卓話の変更
⇒［ 承認 ］

3. 金森会員は親睦活動小委員会に所属する
⇒［ 承認 ］

4. 前年度活動記録写真集の件
会員の家族・台北福齢RC・天満橋RC・大手前RCへの
郵送費用をクラブにて負担する。 ⇒［ 承認 ］

5. ９月より吉田ピアニストが復帰する
体調の如何によっては、現在のピアニストが代理を勤
める。 ⇒［ 承認 ］

6. 秋の上級ライラの件
クラブ登録する。 ⇒［ 承認 ］

考える。
よって大阪中之島RCクラブより最低の10名の
参加が必要である。

・東北支援事業いついての報告 辻一夫国際奉仕委員長
台北福齢RCの歓迎会を10月1日
（木）18：00〜
大成閣にて実施予定
台北福齢RC会員の飲食費用は大阪中之島RCクラブ
にて負担
一人当たり15,000円くらいの予定

・クラブ戦略計画委員会 アンケート結果報告
村橋会長エレクト

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）
理事会はクラブ運営・方針の決定において最高機関
であります。今後とも嶽下年度がスムーズに運営され
ますよう宜しくお願い致します。

【 15年9月 行事予定】（基本的教育と識字向上月間）
日付

通算No.

今期

3日
（木）

1074

9

10日
（木）

1075

10

17日
（木）

1076

11

24日
（木）

-

-

ホームクラブプログラム
新入会員自己紹介

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

金森会員
卓話担当：北村会員

第4回10月度理事会

（代理卓話木村眞敏会員） 指名委員会開催
臨時総会（事業・決算報告）
休会②

【 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
1日
（木）

通算No.
1077

今期
12

8日
（木）

1078

13

15日
（木）

1079

14

22日
（木）

1080

15

29日
（木）

1081

16

ホームクラブプログラム
米山月間

社会奉仕委員会フォーラム

卓話担当者
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

会議、行事
第2回クラブ協議会

RI地区会議行事、
クラブ行事
10/23（金）三世代合同例会
10/15(木）
ガバナー公式訪問日
10/2（金）〜3（土）東北支援事業

第5回11月度理事会

例会変更＝
10月23日
（三世代例会）
創立記念夜例会

夜例会

【 15年11月 行事予定】（ロータリー財団月間）
日付

通算No.

今期

5日
（木）

1082

17

12日
（木）

1083

18

19日
（木）

1084

19

26日
（木）

1085

20

ホームクラブプログラム

卓話担当者

ロータリー財団委員長卓話

R財団担当（国際奉仕）

次年度理事・役員発表

吉田R財団委員長
卓話担当：小林会員

ロータリー規定・情報委員会卓話

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事
◆第3回クラブ協議会
11/21（土）IM6組

第6回12月度理事会

第一回会長杯ゴルフコンペ
11/28（土）成美学寮餅つき大会

下岡委員長
R規定・情報担当
卓話担当：栗山会員

小林会員、犬飼会員、福田会員、山本会員、針谷会員が
Ｒ財団マルチプル２ポールハリスフェロー（３０万以上達成）の表彰を受けました

8

20

ニコニコBOX

嶽下：本日、犬飼会員の卓話楽しみです。
下岡：ニコニコ
村橋：本日の卓話、犬飼会員、司馬さんよろしくお願い
します。
井戸本：ニコニコ
小林：司馬さん、代理卓話楽しみにしています。
辻（一）
：ニコニコ！
吉田：急性胆のう炎で例会を2回欠席しました。来月
も入院で欠席ですがニコニコは皆勤をめざし
ます。
針谷：久しぶりの例会でニコニコ
高島：雨いやですね〜。
金森：お誕生日のお祝いをいただいて。
北村：甲子園の高校野球、決勝戦ですね。
木村（眞）
：ニコニコ
木村（佳）
：ニコニコ

本日のメニュー

辻（義）
：ニコニコ
西田：皆様お久しぶりです。ニコニコ
戸田：犬飼会員、卓話楽しみです。
栗山：ニコニコ
杉村：ガバナー杯の野球打ち合わせに行ってきまし
た。今年こそ優勝します。応援よろしくお願いし
ます。
藤本：ニコニコ

本日合計 : ￥54,000
計 : ￥372,000

累
先

附 白ずいきゼリー寄せ

造 り

生雲丹

軸三つ葉

鮪山掛け 文甲烏賊

●出席報告

冷し煮物 冬瓜海老そぼろ餡かけ
米茄子
焼

小芋

楓麩

物 サーモンサラダ焼き もろこし真丈
トビアラ唐揚げ

食

事

白御飯

香の物

赤出汁

7 月30日
7 月30日
7 月30日

32名
6名
1名
27名
4名

出席率
7月23日の修正出席率

●メイクアップ
井戸本 泰次
木村 佳弘
栗山 博道

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

直前会長、幹事慰労会
直前会長、幹事慰労会
直前会長、幹事慰労会

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
2名
0名

87.09%
96.66%

●本日のゲスト
ゲストスピーカー
北村会員ご紹介

司馬 桜子 様
坂本 恵 様

