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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！

（ 10月1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8日
第1078回（本年度 第13回）例会
本日のプログラム
♬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

次回 10/15 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
■立野 純三ガバナー公式訪問日
■懇談会
11：20〜

寿の間

皆さんこんにちは
本日は、共同プロジェクトとして、東北震災支援に参加していただきま
す姉妹クラブ台北福齢RCの12名の方に、
この例会にもご出席してい
ただいております。大きな拍手で歓迎の意を表したいと思います。
本日のお客様、徳島ロータリークラブの西野様、大阪大手前ロータリ
クラブの河野様、
ようこそお越しいただきました。
どうぞごゆっくりお
過ごしください。
明日から、東北支援として岩手県の小本小学校、小本中学校へ行っ

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 (10/1)

2014-15年度第1077回（第12回例会）

幹事 檜皮 悦子

■本日、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ております。
また18：30より心斎
橋・太成閣にて歓迎会がございます。
本日の卓話は、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13：45より第2回クラブ協議会がサファイア

てまいります。大阪中之島RCからは6名、台北福齢RC
からは5名の合計11名の参加となります。活動報告
は次週、安達社会奉仕委員長からされると思います
のでよろしくお願いします。
先週9月19日付けで、K.R.ラビンドラン国際ロータ
リー会長から
「ロータリアンの皆様」へとして、
メール
が届いています。
ポリオのない世界を目指すロータリーの活動を大々
的に紹介するために、
ニューヨークで世界ポリオデー
にあわせた特別ライブイベントを実施しますとの内
容であります。
このイベントは、ユニセフとの共催で行われ、GPEI
（世界ポリオ撲滅推進活動）のパートナー団体、政府
高官、世界保健における非政府組織のリーダーが列
席するほか、3万人を超えるポリオ撲滅活動のサポー
ターが参加する予定となっています。
去る7月と8月には、
ナイジェリアで歴史上初めて、野
生型ポリオウイルスの無発症期間が1年経過しまし
た。今後もアフリカで進展を遂げると同時に、
アフリ
カとパキスタンにより多くの支援を注いでいく必要が
あります。
ライブ中継イベントは、
ニューヨーク時間で10月23日
午後6：30
（日本時間は24日朝7：30）
より開始されます。
ロータリーによる活動の現状と取り組みについて伝え
る機会となります。
ぜひご視聴下さいとの内容です。
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が、
時間の関係上週報に入れています資料をお読みい
ただくことで、会長の時間を省略させて頂きます。
ポール・ハリスの結婚のこと、チェス・ペリーについて
掲載されています。
最後に、10月のロータリー特別月間は「経済と地域
社会の発展月間」そして日本独自の強調月間として
「米山月間」
となっています。
ご承知おきいただきます
ようお願いします。

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。
■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。
集合時間は伊丹空港6：30AM、JAL北ターミナルでご
ざいます。
■10月8日
（木）11：00よりSAA委員会が開催されます。
同日、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。
例会後、
14：15より第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。例会前
11:20より
「寿の間」にて立野ガバナーとの懇談会が
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。
例会時には、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。
■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。
三世代合同例会により、10月22日
（木）
は例会日変更
として休会になります。
お間違えのないようにお願いいたします。
■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)（12：30〜17：00）
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、宜しくお願いいたします。
■2015年度第36回大輪ゴルフ会の案内が来ております。
2015年11月10日
（火）茨木カンツリー倶楽部にて開
催されます。沢山のご参加お願いいたします。

米山委員長卓話

福田 忠博 委員長
特徴
奨学生一人に一つの世話クラブがつき
（1959年）、
さ
らに世話クラブの会員の中からカウンセラーが選ば
れて、奨学生の相談役となる
（1971年）
奨学生はクラブの例会や地域の奉仕活動、
ロータリ
アンとの交流を通じてより深く日本を知り、
ロータリー
が求める平和の心を学びます。
事業規模
2015年4月採用は720人、
2016年4月740人に増やす。
寄付収入は14.14億円、事業費は12.3億円（2014〜
2015）。
これまで支援した数は18,648人（2015年7
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
米山奨学会とは、勉学又は研究のため来日し、大学等
教育機関に在籍する外国人留学生に対して奨学金を

月現在）
寄付
普通寄付金は半期に一度、各クラブで決まった一人

支給し、
よって、
ロータリーの理想とする国際理解と平

分の金額を会員数分を寄付する。

和に寄与することを目的とする。

特別寄付金は任意で頂く寄付で個人、法人、
クラブ寄

この米山奨学会の歴史ですが、米山翁の偉業を記念

付の3種類があり、
累計額に応じた表彰制度があります。

し、後世に残る有益な事業と立ちち上げようと、1952

累計10万で第一回米山功労者となります。

年に東京RCによって立案され、その構想は海外から

類型20万から90万、2回〜9回は米山功労者マルチ

優秀な学生を日本に招き勉学を支援する奨学事業
の構想でした。
戦後の復興の道を歩み始めた当時の日本にとっては、
二度と戦争の悲劇を繰り返さないため、国際親善と
平和に寄与したいという当時のロータリアン達の強

プルとなる。
累計100万で10回米山功労者メジャードナーとなり
ます。
大阪中之島RCの場合

い思いがありました。従って、
この事業はわずか5年で

2014〜2015

全国のロータリアンの賛同を得て、共同事業として拡

普通寄付

前期・後期とも一人当たり5,000円

特別寄付

前期・後記

年間合計

840,000円

累計

20,283,500円

大・発展を遂げました。
奨学会の歴史
1946年

米山梅吉氏

逝去

1949年

日本のロータリーが国際ロータリーに

メジャードナー 2名

復帰

5回マルチプル

1名

1952年

東京RCが奨学事業の構想を立案

4回マルチプル

4名

1953年

募金開始

1954年

奨学生第1号がタイより来日

1957年

全国組織とすべき財団法人化を前提と
したロータリー米山奨学委員会を結成

1967年

財団法人 ロータリー米山記念奨学会
となる

2012年1月 新公益法人制度の施行に伴い公益財団
法人ロータリー米山記念奨学会となる

一人当たり10,000円

税制優遇
税制優遇は従来の「所得控除」に加えて
「税額控除」
のどちらか有利な方式を選択できます。具体的には
一般人にとって税法は難解で読めば読むほど不可解
となるものですので、わがクラブには4人の税の専門
家がいますので別の機会に無償で皆さんに話してく
ださい。

第2回 クラブ協議会（2015〜2016年度）
日 時：2015年10月1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、各委員長等
嶽下・下岡・村橋・井戸本・永井・辻 義光・辻 一夫・針谷・木村佳弘・檜皮・杉村（敬称略）
オブザーバー：高島DPG
配布資料：
・2015-2016年度RI2660 地区財団活動資金申請書 8枚
・貧困家庭の生徒への個別指導的補修授業の進捗状況資料 6枚
開会の挨拶

嶽下会長

今年度第2回目のクラブ協議会です。各委員会の活動状
況の報告になると思います。宜しくお願い致します。

【協議事項】
1.クラブ奉仕委員会

井戸本委員長

クラブ奉仕委員会は会員増強小委員会、例会運営小委
員会、親睦活動小委員会と会員研修小委員会の活動を
支援し、各小委員会の活動の調和を図ることを基本とし
て運営いたします。会員増強小委員会は本年度において
すでに2名の新会員が加入されました。今後も目標達成
に向け努力します。
また、会員研修小委員会と連携し新
入会員のロータリークラブへの理解を深めて頂くための
研修を企画して頂きます。
例会運営につきましては、月初の例会時の着席について
各委員会の親睦を図る配席等の試行を行っています。親
睦委員会につきましては春の桜鑑賞に職業奉仕委員会
の造幣局の見学企画とのコラボレーションを検討してお
ります。
2.会員増強・維持委員会

辻 義光委員長

いままで会員増強を優先するためクラブ細則から外れ
た入会手続きを行ってきた。現在の手順を本来のクラブ
細則の入会手続きに戻し、新たな入会選考過程を検討
する。今年度中に選考過程を確立させる。
また会員維持
については会長、幹事と協力して退会防止を推進する。
3.例会運営小委員会

村橋委員長

例会はロータリー活動の基本であり、
クラブの姿を表
現する最多行事でもあります。今後もソング委員会・出
席委員会・プログラム委員会・会報委員会との連携を
図りながら親睦と奉仕の両輪の原動力となる様な例
会運営を目指します。
4.親睦活動小委員会

西田委員長（杉村委員代読）

クリスマス家族会についての進行状況報告
・日程：12月19日
（土）
・会場：太閤園

桜苑

・アトラクション：ゴスペルグループのソングショー
ミスターオクチのマジックショー

針谷委員長

10月8日
（木）午前11時より、研修小委員会の会合を開
き、入会1年未満の新入会員（4名）の新人研修について
の実施時期、内容について検討する。
6.職業奉仕委員会

（参考）
それぞれの職業の倫理規定について討論してもいい
のでは。倫理＝職業奉仕なのか。社会奉仕＝無料で、
職業奉仕とは職業を通じて奉仕する＝有料と考える
べきではないか。
②出前授業の実施
小中学校に行ってやってもよいが、今年度はもう時期
的に遅いのではないか。来年度に向けてとなるので
はないか。
③会員企業や、会員推薦の企業の職業訪問
造幣局を桜の通り抜けの期間をはずし、その前後で、
花見もかねて訪問してはどうか。
（参考）
親睦活動委員会の計画する花見もあるので、
よく相談
したうえで行う。
7.社会奉仕委員会

小林委員長（井戸本委員代読）

安達委員長（辻 義光委員代読）

10月2日から、会長、幹事以下6名で東北震災の支援活
動の現地訪問としまして岩手県岩泉町へ6名で参ります。
台北福齢RCのVINCENT会長以下5名のロータリアンも
同行されます。
内容としましては、両ロータリークラブから下閉伊郡岩
泉町立小本中学校及び小本小学校に対して、学校関係
の備品等を寄贈したことに対する、目録と感謝状の受け
渡しの為です。岩手日報の記事にも載せて頂くことを聞
いております。詳しくは、来週のクラブフォーラムで発表
させて頂きますので、楽しみにしておいてください。
8.国際奉仕委員会

辻 一夫委員長

国際奉仕委員会からは、台湾におけるGG支援活動につ
いて報告いたします。
これは、現地において8月に行われ
た第2回視察レポートによるものですが、全体としては概
ね順調に推移しているようです。ただ、中学生対象（11
名）のプログラムが、想定外の問題で困難を極めている
とのことであります。例えば、外国語の試験の日に大半が
欠席しまうことなどです。台北福齢RCとより一層連携を
深め対応したいと考えます。
9.SAA委員会

今年度はプレゼント交換はなし
5.会員研修小委員会

①来年1月の職業奉仕月間には、職業奉仕の考え方につ
いて討論し合う。経理面や会社の理念を持ち寄って、
テーブルごとに討論をしてはどうか。

北村委員長（木村佳弘委員代読）

第一回の時にも報告致しました様に、下記の活動方針で
頑張っております。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。
以上、
ここまでが活動方針と活動計画です。
上記計画により既に進めてきていることは、
・第1回目の委員会を6月11日
（木）11時より例会前に
開催。会長、幹事、全委員出席。
①司会当番 ②ニコニコ当番 ③例会進行手順
④第1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。会長、幹事、全委員
出席（但し、栗山委員は診療日の為欠席）
計画通り進んでいることの確認と次月以降も計画に基
づき協力する事を討議し、その後、懇親会を楽しんだ。
以上、
ここまで順調に計画通り進捗して参りましたが、9
月3日例会の委員会報告で一部中途半端な形で終了し
てしまい不快な思いをされることが有りました。次10月8
日第三回委員会で問題点を討議し是正してまいります。
以上、報告致します。
10.会計

永井委員長

前期会費納入分8月20日で31名会員、全員に入金して
頂きました。
日々の会計処理を厳重に確認を行ない、敏
速・適正に行っております。
本年度の新入会員増強に関しての目標会員数3名に対

米山奨学生

して、9月現在2名金森会員・坂本会員が入会されました
が、金森会員は元くずはロータリークラブの会員の為、
入会金は免除されております。
したがって坂本会員の入会金10万円と3ヶ月分の会費
が収入としてプラスになっております。
又、ニコニコ収入本年度目標額162万円に対して、9月度
までの収入を例会日割計算しますと、若干アップしてお
ります。ニコニコ収入は、
クラブにとって奉仕活動を支え
る重要かつ大切な資金を確保する為には、親睦委員会
とSAAが連携し、更に目標予算が上回るよう、お互いに
協力しながらやっていきたいと思います。
高島PDG
VTTの進捗状況の報告
RID2660 DDFが認可され、資金調達が満額となった。
MOUの書類が出来上がり、関係者に署名をしていただ
く予定である。
訪越は2016年1月10日に離日、最終グループの帰国は
1月28日を予定している。大阪中之島のメンバーも多数
参加してほしい。大阪西南RC、茨木RC、地区国際奉仕委
員会、地区R財団委員会などにも声がけをしたい。
村橋委員
クラブ戦略計画委員会の報告
アンケートの結果、内容の説明
檜皮幹事
『貧困家庭の生徒への個別指導的補修授業』
の進捗状況
閉会の挨拶

村橋会長エレクト

次回より新入会員の皆様にも、
クラブ協議会へ出席頂き
たい。本日はありがとうございました。

米山奨学生

楊 宜 （ヨウ ギセン）

来日以来、
日本語の聞き取りがなかなかうまくいかなく
て悩んだり、国の料理を食べたくなったり、交通事故で
怪我をしたりしましたなど、様々な問題にぶつかりまし
た。日本で助けてくれた人たちに恵まれて、日本語はど
んどんうまくなり、生活のリズムもできてきました。
親に心配をかけたくないので、一人で困難を乗り切れる
ようになってきました。生活の技能だけでなく、心ももっ
と強くなってきました。未来で何か困難に直面しても恐
れず進める信念ができてきました。

みんなさん、
こんにちは。いつもお世話になってありがと
うございます。
今日、
ちょっと日本に来て一年になりました。
この一年の
感想について話したいと思います。
日本に来る前、日本での生活はたぶん大学の時と同じ
だと思っていました。けれども、
日本に着いた最初の夜、
晩ご飯を買いに出かけました。
全く不案内な道を歩いて
いると自分が親もいないし、言語もわからないところで
生活しているのだと感じました。私はその時からよくわ
からない生活の道に足を踏み入れたのだと思いました。

もう一つ感じるのは自分のための勉強です。前、勉強と
いうのは自分自身のために知識を学ぶのだと知ってい
るだけでした。わたしにとって、試験は他人との競争でし
た。競争の勝ち負けは、
自分が何かの知識を得ることよ
り大切だと思っていました。
日本でも競争はまだあります。
しかし、相手は自分です。
今は一秒前よりよくなったのか、前にできなかった問題
ができるようになったのかなど自分自身を監督して成長
する競争です。
実は日本に来るかどうかについて飛行機に乗る前まで、
ずっと迷っていました。いつの間にか、来日してもう一年
も過ぎました。今は自分の成長を実感しているので、
日
本に留学して良かったと思います。

台北福齢RC 歓迎会

岩泉町の学校訪問

野球同好会 監督

安達 昌弘

東北大震災5年目を迎え、去る10月2日
（金）、中之島RC
からは嶽下会長以下6名、台北福齢RCからはVINCENT
会長以下5名、総勢11名で昨年同様岩手県の岩泉町小
本中学校、小本小学校を訪問致しました。
朝の6時半に伊丹空港に集合しましたが、荒天により花
巻空港行きの便が欠航の為、仙台回りにしたので、現地
に着いたのは午後3時半という9時間の強行軍。
しかし、学校側が大歓迎して下さり、全員がやはり来て
良かったの気持ちでいっぱいになりました。
会員の皆さま、次年度の東北支援はどうしたらよいと思
われますでしょうか？
▲お誕生日のお祝い：左より満村 和宏会員・嶽下 勇治会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より杉村 雅之会員・高島 凱夫会員・
嶽下 勇治会長

▲結婚記念日のお祝い：左より辻 一夫会員・金森 市造会員・針谷 紘一会員・
嶽下 勇治会長・梅原 一樹会員・満村 和宏会員・木村 佳弘会員

山本肇会員の事業所住所が変更になりました。
新住所
▲贈呈式の記事が地元紙の岩手日報に掲載されました。

〒541-0059 大阪市中央区博労町1-4-6
株式会社 関西建設
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ニコニコBOX

嶽下：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそお
越しくださいました。
シェイシェイ！
下岡：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそお
越しくださいました。ニコニコ
村橋：台北福齢ロータリークラブの皆様を歓迎して
檜皮：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそお
越しくださいました。東北支援よろしくお願いし
ます。
井戸本：ニコニコ

本日のメニュー

小林：台北福齢ロータリークラブの皆様をお迎えして
ニコニコ
辻（一）
：台湾からようこそお越しくださいました。
日本
の秋を楽しんでください。
早瀬：月初です。ニコニコ
福田：月々に月観る月は多けれど、
月観る月はこの月
の月。先日は中秋の名月でした。ニコニコ
山本：先日無事本社を移転することが出来ました。皆
様竣工式には有難うございました。
吉田：ニコニコ

先

附 蟹菊花和え もって菊

針谷：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそお
越しくださいました。ニコニコ

黄菊 しめじ 水菜

造 り

鯛

蓋

物

海老芋 あさり岩石揚げ煮
どんこ椎茸 青味 麩

焼

物

鶏黄金焼き レタス 紫玉葱 レモン

食

事

白御飯

帆立湯引き あしらい一式

香の物

高島：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそ日
本へ。
ようこそ大阪中之島へ。
犬飼：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそ。大
歓迎です。

赤出汁

金森：伏見市長が9月24日よりその職に就きました。
村上：ニコニコ

●出席報告

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
9月3日の修正出席率

●本日のビジター
徳島RC
大阪大手前RC

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

2名
12名
0名
1名

●メイクアップ
安達 昌弘
辻 一夫
北村 讓

9 月12日
9 月12日
8 月31日

木村（佳）
：ニコニコ
安達：次男に長男誕生のお祝いをいただきありがと
うございました。
満村：ニコニコ

84.37%
93.54%

戸田：台北福齢ロータリークラブの皆様、ツーシー
チェンメン（はじめまして）

西野 武明 様
河野 裕一 様

●本日のゲスト

台北福齢RCの皆様
米山奨学生

永井：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそお
越しくださいました。ニコニコ

楊

宜

様

三世代奉仕事業
三世代奉仕事業
地区職業奉仕委員会

栗山：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそお
越しくださいました。ニコニコ
杉村：台北福齢ロータリークラブの皆様、
ようこそ
井本：ガバナー杯1試合目負けてしまいましたが、次
頑張ります。
藤本：ニコニコ
台北福齢ロータリークラブの皆様より

本日合計 : ￥181,000
累

計 : ￥758,000

