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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17日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 10 月 ）

経済と地域社会の発展月間・米山月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年10月1日
第1077回（本年度 第12回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 米山委員長卓話
福田 忠博 委員長
■第2回クラブ協議会
13：40〜 サファイアルーム
台北福齢RCより来訪予定

次回 10/8 のお知らせ
♬SONG 「ロータリー賛歌」
:
●卓話 社会奉仕クラブフォーラム
安達 昌弘 委員長
■第5回11月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

皆さんこんにちは
先週の土曜日は、三クラブ合同社会奉仕事業で大阪赤十字病院付属
大手前整枝学園の子供たちを神戸市立須磨海浜水族園に連れて行
く事業に参加しました。子供たちの喜ぶ表情に少し胸が熱くなりまし
た。後ほど安達社会奉仕委員長から報告があると思います。
また、本日は新しい仲間が誕生します。後ほど入会式がありますので
よろしくお願いいたします。
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。

10月22日
（木）
は例会日変更として休会になります。

今回は、現在発行されています「ザ・ロータリアン」の
前身であります「ザ・ナショナル・ロータリアン」の創
刊号の状況が掲載されています。

お間違えのないようにお願いいたします。

もともと、連合会誌の発行は、中央集権的な意見の発
信は地元クラブの自律性を侵害しうるという恐れか
ら却下されていたが、事務長による
「印刷物の配布」
という形で発行された。
この配布物の、
ポール・ハリス
のエッセイの中に
「寛容」
と言う言葉が印刷されてい
る。
そして、1911年1月に
「ザ・ナショナル・ロータリア
ン」創刊号がロータリアン全員に郵送された。
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 (9/17)

2014-15年度第1076回（第11回例会）

■10月29日
（木）創立記念夜例会です。
17：30よりオーキット・テラスにて開催されます。
11月21日
（土）
コングレコンベンションセンターホー
ルA（グランフロント大阪 北館 B2F）
にてRotary Day：
国際ロータリー2660地区 第6組 Intercity Meeting
が開催されます。
沢山のご出席を宜しくお願いいたします。

之島ロータリークラ
そ! 大阪中
ブへ
ようこ

幹事 檜皮 悦子

■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）
は休会になっております。
お間違えない
ようにお願いいたします。
■10月1日
（木）11：00より
「寿の間」にて職業奉仕委員
会が開催されます。10月は米山月間です。米山奨学
委員会：福田委員長よろしくお願いいたします。
例会後13：40より第2回クラブ協議会がサファイア
ルームにて開催されます。理事役員の方ご出席をお
願いいたします。
同日、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。
■翌日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6名、台北福齢RCより
5名が東北支援事業に参加いたします。
■10月8日
（木）11：00よりSAA委員会が開催されます。

坂本 恵会員 ご入会おめでとうございます

社会青少年奉仕委員会フォーラムです。安達委員長
宜しくお願いいたします。東北支援事業の報告をされ
ます。

本日のメニュー

例会後、第5回11月度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。
■10月15日
（木）
はガバナー公式訪問日です。大阪中之
島ロータリアン33名全員で立野ガバナーをお迎えし
たいと思います。
ご出席宜しくお願いいたします。
例会前11：20より
「寿の間」にて立野ガバナーとの懇
親会がございます。高島PDG・会長・会長エレクト・会
長ノミニー・副幹事・幹事が出席いたします。
■10月23日
（金）帝国ホテル大阪5階「八重の間」
（12：
30〜14：00）三世代クラブ合同例会が開催されます。
ホストクラブは大阪大手前RCです。

先 附 烏賊と茸のめんたい和え
握り盛合わせ
かんぱち サーモン トロ炙り 鰻胡巻き
海鮮ちらし寿司 茶碗蒸し 赤出汁

臨時総会

事業・決算報告

三世代合同支援事業
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した。
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ニコニコBOX

嶽下：坂本様、入会おめでとうございます。
下岡：ニコニコ
小林：雨が続きますね。
辻（一）
：ニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：先週欠席してガバナー同期会に出席してきまし
た。楽しい会でした。
北村：坂本さんをよろしくお願いします。
村上：ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ

atulations!
Congr

戸田：ニコニコ
栗山：ニコニコ
杉村：急に涼しくなりました。
ご自愛ください。

本日合計 : ￥34,000
計 : ￥577,000

累

●出席報告

安達会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

野球同好会

野球同好会 監督

安達 昌弘

この野球の報告文を書くのも嫌になるくらいのショッキ

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

33名
6名
1名
27名
5名

出席率
8月27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

84.37%
100%

ングな試合でした。中之島の人数が揃いさえすれば勝
てる相手に大敗しました。
今年度の第1戦からこの調子ですので、今後の試合の結
果が怖いです。
次戦は宿命のライバル、強敵八尾東RCが相手です。
心を入れ替えて頑張るしかないです。
応援に来て頂きました檜皮幹事、杉村さんの奥さんには
本当に悪かったと思っています。
ありがとうございました。

10月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
満村 和宏 ［29日］

●事業所設立記念
高島 凱夫
京橋耳鼻咽喉科［平成 1 年］
杉村 雅之 有限会社テックビルワークス［平成 7 年］
松任 保勇
株式会社バイタル［平成19年］

●結婚記念日
金森 市造 ［ 2 日］
辻 一夫 ［10日］
針谷 紘一 ［15日］
嶽下 勇治 ［17日］
満村 和宏 ［19日］
井本 万尋 ［23日］
梅原 一樹 ［27日］
木村 佳弘 ［29日］

