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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！

（ 9月3日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 9 月 ）

基本的教育と識字向上月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年9月10日
第1075回（本年度 第10回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 台湾論
木村 眞敏 会員

次回 9/17 のお知らせ
♬SONG 「日も風も星も」
:
■臨時総会

事業報告・会計報告

皆さんこんにちは。
今日は、
うれしいニュースが2件あります。
すでにお分かりのように、我
が大阪中之島RCが誇ります天才ピアニストの吉田さんが本日から復
帰となりました。吉田さんようこそお帰りなさい。
また、
クラブを楽しく
盛り上げていただきたいと思っています。
そして、
皆様方ご存じのとおり、
先日の枚方市長選挙で、
名誉会員の伏
見さんが見事当選しました。
のちほど、
金森さんからご報告があると思
いますので、
よろしくお願いします。

次に、先週末の土曜日に、地区ロータリー財団セミ
ナーが大阪YMCA会館で開催されました。
ロータリー
財団委員長の吉田委員長と私の二人で出席しました。
のちほど吉田委員長から報告がありますのでよろし
くおねがいします。
先週にご紹介すべきでありましたが、すでにご承知
の地区大会のご案内が届いています。12月4日
（金）
と12月5日
（土）にリーガロイヤルホテルと大阪国際
会議場で行われます。今回のホストRCは大阪ロータ
リークラブであります。我々と同じIM6組の仲間クラ
ブであります。是非ともたくさんの方の出席をお願い
致します。
すでに、
ご報告させて頂いていますロータリーの特
別月間ですが、前年度までは「新世代のための月間」
でありましたが、本年度から
「基本的教育と識字率の
向上月間」に変更されています。
また、昨年度までの
「ロータリー理解推進月間」
と
「ロータリー雑誌月間」
の廃止に伴いまして、
日本独自の強調月間として9月
を「ロータリーの友月間」
とされています。後日、山本
雑誌・広報担当から報告がありますので、
よろしくお
願いします。

ピアニストの吉田さんが復帰されました。おかえりなさい。

本日はプログラムがたくさんありますので、会長の時
間は「奉仕の一世紀」
お読みいただくことで割愛させ
ていただきます。週報の中にあります資料をぜひとも
ご覧いただきたければと思います。
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 (9/3)

2014-15年度第1074回（第9回例会）

▲お誕生日のお祝い：左より高島 凱夫会員・嶽下 勇治会長

幹事 檜皮 悦子

■本日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まして、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。

▲事務所創立記念日のお祝い：左より永井 俊行会員・嶽下 勇治会長

■9月17日
（木）
は臨時総会（事業・決算）
でございます。
辻義光副幹事宜しくお願いいたします。
■9月24日
（木）休会になっております。
■10月1日
（木）10月は米山月間です。米山奨学福田委
員長よろしくおねがいいたします。姉妹クラブ台北福
齢RCより12名のロータリアンが例会に参加され 、
18：00より太成閣にて歓迎会がございます。
■10月2日
（金）〜3日
（土）
は人道的国際社会奉仕事業
として、大阪中之島RCより8名、台北福齢RCより5名
が東北支援に参加いたします。

▲結婚記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・嶽下 勇治会長

新入会員自己紹介

金森 市造 会員
ところで、小生の自己紹介ですが、9月3日の例会時にお
話しさせて頂きました内容を下記に列記させて頂き、
よ
り深くは折に触れ皆様方との会話の中でお話しさせて
頂けますれば幸甚でございます。

記
生年月日
昭和20年8月31日 満70歳
終戦後16日目に出産し、
あの終戦後の惨状の
中でよくぞ育ててくれた！と父母はじめ周囲の
人に感謝しています。
この度、嶽下会長はじめ会員の皆様のお許しを得て、伝
統ある中之島ロータリークラブ入会をさせて頂き有難う
ございました。
入会を認めて頂きました限りは、
クラブの諸規則を順守
することはもちろん、諸行事に可能な限り参加させて頂
き会員の皆様方のご指導を頂きたく存じます。
どうぞ、
よろしくお願いします。
実は、本年、古希を迎えるに当たり昨年の今頃から今ま
での自分の人生の生き様を一度可能な限りリセットし
て身軽になり古希から始まる日々を過ごしたい！と決め
て、歯科医師会の役員、通常の診療、地域の関わり、子ど
も達との関係などの見直しに着手し、歯科医師としての
起承転結の最終章をする歯科医院の開業をしました。
ロータリークラブも、JCを卒業して即枚方―くずはRC
（当時）
に入会し活動をしてきましたが上記の考えの下、
くずはRC（小生会長の30周年記念時に名称変更）には
昨年度上期を終えて、退会届を出し一区切りをつけまし

小学校時代
身体が弱く2年生の冬に肺炎を患いあの世行
来き寸前までいったこと覚える。
中学校時代
1年生の1学期中間テストで思いもかけない
成績。俺もできるんや！と思う。
高校時代
良き先生に師事でき、今でも思い出し心の支
え。卒業寸前の父の言葉。
大阪歯科大学時代
入学してびっくり。負けたらあかん！と思いクラ
ブ活動せずに放課後開業医にて見習いする。
学費稼ぎに家で学習塾のまね事をする。
学生時代に
「歯は生涯に渡り持つ臓器」
と悟る。
歯科医院開業

た。
『伏見隆氏が皆様方に物心にわたりご支援を頂く受

大学卒業時の昭和45年に時の山村市長が、5

け皿作りをした頃は、会員でおりました。』

年後の昭和50年4月完成を目指して枚方市駅

伏見隆氏と今回の選挙に関し頻繁に係る中で中之島

前再開発事業を発表したのを見て、私はその

RCの皆様方のことを聞くにつけ、
お許しを頂けるならば
入会をさせて頂き、終生RCライフをしたい！との思いが
湧き上り、併せて伏見隆氏が当選した暁にはクラブの皆
様と伏見氏の関係のパイプ役になりたい！一念で伏見
氏と相談をさせて頂き、皆様のお許しを得て今日を迎え
ることが出来ました。
伏見隆氏も見事に、初志貫徹出来てありがたく思ってい
ます。有難うございます。

場所で「子供中心の歯科開業」すると決意し、
『金無い！人無い！腕無い！あるのはやる気だ
け！』
を糧に47年4月に自宅開業をして、50年
晴れて夢実現。

財団セミナー出席報告

財団委員長

吉田 了

8月29日
（土）YMCAにて、地区ロータリー財団セミナー
が行われ、高島パストガバナー、嶽下会長と共に出席し
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ニコニコBOX

ました。

嶽下：天才ピアニスト吉田さん、復帰おめでとうござ
います。

セミナーは休憩をはさんで、14：00〜17：00まで行なわ

下岡：吉田さんお帰りなさい。

れました。

村橋：秋の気配です。ニコニコ

その中の1点、財団への寄付を報告します。

井戸本：ニコニコ

地 区 財 団 委 員 会 は 、財 団 へ の 寄 付 目 標を 1 人 当り
＄150以上、
ポリオ基金1人当たり＄50としております。
中之島RCは、上半期、下半期合計で1人当り＄160寄付
しておりますので、
目標は充分達成しております。
さて、今日のセミナーで2014〜2015年度クラブ年次基
金 寄 付 実 績 が 発 表され 、我 中 之 島 R C は 、1 人 当り
＄351.49で堂々の1位となりました。
ちなみに2013〜
2014年度は1人当り＄264.91で5位であります。それ
以前の年度の実績は残念ながら持っておりませんが、

小林：雨です。恵みの雨か嘆きの雨か・・・
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
針谷：金森さん、
自己紹介楽しみです。ニコニコ
山本：金森さん、卓話楽しみです。
吉田さん、復帰おめでとう
犬飼：先週ホームクラブ100％出席を祝して！
！
高島：①本日梨が届きました。有難うございます。
②来週欠席のおわび

恐らくかなり高い数字であったものと思われます。

村上：吉田さん、おめでとうございます。ニコニコ

この私達が負担している＄160と実績＄351の差は、数

辻（義）
：ニコニコ

人の匿名、未発表の有志会員からの莫大なご寄付によ

木村（眞）
：ニコニコ

るものと推察されます。

西田：天才ピアニスト吉田さん、本日より復帰おめで
とうございます。

話がそれましたが、
財団委員会のおっしゃりたい事は、
財
団へ寄付して下さい。
その1人当たり＄150のお金は当
地区3,570人、
日本全体では87,000人で厖大な金額と
なります。
このお金を皆さんで有効に使って下さい。要は
寄付して下さい、
そして使って下さいとの事であります。
当中之島RCは毎年活発な支援活動を内外で行ってお
ります。

満村：ニコニコ
戸田：伏見さんの当選、
とても嬉しいです。ニコニコ
栗山：ニコニコ
杉村：雨が多意ですね。本日もよろしくお願いします。
井本：伏見さん、
ご当選おめでとうございます。
藤本：ニコニコ

2,660地区で有数のRCであることをご認識頂き、誇りを

本日合計 : ￥59,000

持って益々の発展を目指して頂きたいと愚考致します。

本日のメニュー

累

計 : ￥491,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

32名
6名
1名
26名
5名

出席率
8月6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

0名
0名
0名
0名

83.87%
83.87%

●メイクアップ
先 附
造 り
蓋 物
焼 物
食 事

鱧ざく 千枚胡瓜 茗荷
鮪 帆立
枝豆豆腐 湯葉包み揚げ 鼈甲餡かけ
魳重ね焼 椎茸 車海老塩焼
白御飯 香の物 赤出汁

安達 昌弘
木村 眞敏
西田 末彦
山本 肇
北村 讓
辻 一夫

7 月30日
7 月30日
7 月30日
7 月30日
7 月31日
8月 8日

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
直前会長、幹事慰労会
地区職業奉仕委員会
地区国際奉仕委員会

