
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
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2015年9月3日

基本的教育と識字向上月間

本日のプログラム

月間テーマ（9月）

第1074回（本年度 第9回）例会

次回 9/10 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　台湾論
　木村 眞敏 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　新入会員自己紹介
　金森 市造 会員

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日は、大阪西南ロータリークラブの石田秀様、大阪アーバンロータ
リークラブの吉馴茂子様、大阪なにわロータリーラブの西辻毅様、ゲ
ストの朝子幹也様、澤井貞子様、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。

ピアニストとして吉田さんの代わりに来ていただきました金田さんが、



2014-15年度第1073回（第8回例会）
幹事報告 (8/27)

幹事  檜皮 悦子

■本日は、当クラブが計画しておりますVTTプロジェクト
（職業研修チーム）：ヴェトナムにおける内視鏡手術
の教育について、高島PDGよりプロジェクトの概要、ま
た関西医科大 耳鼻咽喉科、准教授 朝子先生より鼻
の内視鏡手術の実際についてのお話があります。

■8月29日（土）地区財団セミナーが13：30よりYMCA

来月から吉田さんが復帰されるに伴い、本日で最後
ということになりました。金田さんには、短い期間では
ありましたが、例会の雰囲気を楽しくもりあげていた
だき、心からお礼を申し上げます。

会員の皆様方には、これまでのお礼の気持ちとして、
拍手を頂きたいと思います。ありがとうございました。

本日の会長の時間は、引き続き「奉仕の一世紀 国際
ロータリー物語」のご紹介をさせていただきます。

先週からは、「全米に拡大」として、1905年のシカゴ・
ロータリー・クラブの設立までをご紹介しました。

今週は、その第2であります。第4番目の ロータリー・
クラブ 設立の後、ロサンゼルス・ロータリー・クラブが
設立したわけですが、会員増強キャンペーンを行う
にあたり、組織作りと事業促進の専門家であるハー
バート・C.クイックに幹事の食を与えた。そして、この
クイックに新入会員の会費の中から一定の割合をク
イックに与えることとした。味を占めたクイックは、ナ
ショナル・ロータリー・クラブという名の会社を設立し
た。また、クイックは全国にチェーン化することを考え、
次の拡大先をシアトルに決めていたが、寸でのところ
で食い止めることができた。

内容は、週報に入っていますのでお読みいただけれ
ばと思います。

来週は、全米ロータリー・クラブ連合会の結成に向け
ての内容となっています。

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。

名誉会員の伏見会員が枚方市長選挙で当選されました。
9月23日より枚方市長として活動されます。

伏見会員おめでとうございます！

Super
Congratulations!

ピアニストの金田あかねさんが8月いっぱいで終了です。
ありがとうございました。

にて開催されます。吉田財団委員長宜しくお願いいた
します。

■9月3日（木）は委員会報告が新入会員自己紹介に変
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、
木村眞敏会員が代理卓話をされます。

　同日13：45より第4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。

　理事会後、指名委員会がございます。

■9月12日（土）三世代合同支援事業として大手前整肢
学園の園児を、須磨海浜水族館に招待いたします。お
手伝い宜しくお願いいたします。

■9月17日（木）は臨時総会（事業・決算）でございます。

■9月24日（木）休会になっております。



鼻科手術は100年以上の歴史を持つ外科手術である
が、現在日本の耳鼻咽喉科においてはほぼ内視鏡手術
に置き換わっている。

1970年頃に開発された内視鏡は本邦においては他の
科に先んじて1990年代頃から急速に普及した。長所は
術野を明視下におく安全確実な手術であるばかりでな
く、術後発症する病変の発症率の低下、手術の低侵襲
化による入院期間の短縮など得られる恩恵は大きい。

また医師教育の面からもモニターを見ながら情報共有
できるため非常に有用である。

現在のベトナムの鼻科手術事情は近隣東南アジア諸国
より高い水準で手術が行われているものの内視鏡手術
が導入されているのはホーチミンなどの一部の都心部
に限局しており本邦における1990年代の状況に近いと
考えられる。

今回VTT支援を行うダナンは国土の中央付近に位置し、
人口90万弱の都市ではあるが、いまだ内視鏡手術が導
入されておらず、現地医療機関からの要望も強い。医療

機関への機器の提供だけでなく、技術指導を行う事で
現地でも教育が継承される事が十分に期待でき、継続
的な効果が期待できると思われる。

今回実務の中心的な役割を果たす関西医科大学耳鼻
咽喉科・頭頸部外科は過去に担当した全国学会におい
ても、中堅術者の教育を広く行った。また、国際的な手
術技術共有も経験が多く、この度の企画においても十
分に役割を果たす事が可能であると考えている。

鼻内内視鏡手術導入に向けて

栗山 博道 会員、 講師 ： 関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 准教授 朝子 幹也 様

社会奉仕委員会と国際奉仕委員会の合同委員会 国際奉仕委員会 委員長　辻 一夫

去る8月20日ホテルニューオオタニで社会奉仕委員会
と国際奉仕委員会の合同委員会が開催されました。

①この度の東北支援について ②GG補助金を活用した
台湾支援について ③ベトナムへのVTT支援についてお
話がありました。

特に台湾支援の現状報告の中で、授業中に歩き回るな
ど、問題のある生徒が予想外に多く当初計画の再検討
が必要との指摘がありました。しかしこうした中でも、
チームワークの良い大阪中之島スピリットを発揮して乗
り切ろうと、楽しい雰囲気の中で解散しました。



本日のメニュー

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　
・ 元会員の諸証明　新入会員　金森市造氏（くずはRC発行）　
・ クラブ戦略計画委員会　アンケート結果報告

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。

審議事項
1. 新入会員推薦承認の件

坂本 恵 様の入会推薦について
出席理事12名　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 ］

報告事項
・3世代奉仕事業についての報告 安達社会奉仕委員長

9月12日実施予定の大手前整枝学園 園外活動支援
につき1人の園児につき2名の介護者が必要であると
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（村橋会長エレクト）
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。

2015-2016 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

Congratulations!

満村和宏会員と松任保勇会員がＲ財団、
ポールハリスフェロー（１０万円以上達成）の

表彰を受けました

・スモークサーモンとトマト ズッキーニノアスピック
サワークリームソース

・牛フィレ肉のステーキ 温野菜添え 赤ワインソース
・メスクランサラダ、コーヒー、パン

●誕生日
高島 凱夫 ［20日］

●事業所設立記念
永井 俊行 株式会ヴィクトワール［昭和56年］
●結婚記念日
戸田 佳孝 ［15日］

Congratulations!9月のお祝い9月のお祝い

※先週掲載致しました「第3回 9月度定例理事会議事録」の内容に誤りがございましたので、再度掲載させていただきます。



●出席報告
会員数 32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 3名
出席者 31名 外国ゲスト 0名
欠席者 0名

出席率 100%
7月30日の修正出席率 93.33%

ニコニコBOX27
8

嶽下：本日の卓話、栗山会員よろしくお願いします。
下岡：ニコニコ
檜皮：朝子先生、よろしくお願いします。
井戸本：なかよくニコニコ
小林：残暑厳しいですが、元気で乗り切りましょう。
辻（一）：ニコニコです。
吉田：ニコニコ
早瀬：ホームクラブ例会欠席のお詫び
針谷：ニコニコ
山本：尊敬する西辻さんをお迎えして
高島：①朝子先生、ご苦労様です。

②石田様、吉馴様、沢井様、大阪中之島RCへよ
うこそ！！

北村：朝子先生、手術ではお世話になりました。有難
うございました。またご来訪感謝いたします。

村上：ニコニコ
岡本：まだまだ暑いですね。ニコニコ
戸田：栗山先生、VTTの卓話楽しみです。
栗山：ニコニコ
杉村：残暑厳しいです。皆様、ご自愛くださいませ。
大阪西南RC　石田 秀 様：

高島パストガバナー、村橋様、本日メークアップ
に参りました。

大阪アーバンRC　吉馴 茂子 様：
地区米山では高島PGにお世話になっておりま
す。本日は友人の沢井貞子様を見学にご案内し
てまいりました。

本日合計 : ￥51,000
累　計 : ￥423,000

●メイクアップ
針谷 紘一   7 月30日 直前会長、幹事慰労会
辻　 一夫   7 月30日 直前会長、幹事慰労会

●本日のゲスト
ゲストスピーカー 朝子 幹也 様
 沢井 貞子 様
北村会員ご紹介 坂本 　恵 様

●本日のビジター
大阪西南RC 石田 　秀 様
大阪なにわRC 西辻 　毅 様
大阪アーバンRC 吉馴 茂子 様

第36回大輪ゴルフ会開催のご案内 北村 讓

ご案内の様に大輪ゴルフ会が開催されます。いつも出
席されている会員の皆様に参加をお願いします。

出席可能な方は、事務局に出席の返事を9月17日（木）
までにお願いします。


