
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

YUJI's MONOLOGUE

（ 10月8日）
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2015年10月15日

経済と地域社会の発展月間・米山月間

本日のプログラム

月間テーマ（10月）

第1079回（本年度 第14回）例会

次回 10/23 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
※次週、10月22日（木）の例会は振り替え
休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

■三世代合同例会
   （大阪天満橋・大阪大手前・大阪中之島）
　12：30～14：00
　帝国ホテル大阪 5階　八重の間

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日のお客様、大阪南ロータリークラブの片岡様、そして大阪天満橋
ローターアクトクラブの山田様、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。

今週は、ビックなニュースが入ってきています。10月5日のノーベル賞
受賞者の大村智北里大特別名誉教授と10月6日の梶田隆章東京大
学宇宙線研究所教授のお二人です。心からお祝い申し上げたいと思
います。



2014-15年度第1078回（第13回例会）
幹事報告 (10/8)

幹事  檜皮 悦子

■10月8日（木）11：00よりSAA委員会・会員研修小委
員会が開催されました。
本日は、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。

先週は、東北支援参加のため、台北福齢RCから沢山
のロータリアンがまいりました。皆様方のお蔭をもち
まして、歓迎会そして飛行機の欠航もありましたが、
無事東北支援を行うことが出来ました。皆様方には
心からお礼申し上げます。

東北支援事業内容につきましては、後ほど安達社会
奉仕委員長の方から報告がございますのでよろしく
お願い致します。

本日の奉仕の一世紀は、ロータリー哲学の進化とし
て3週連続で紹介させていただきます。

第一回目は、「定款と細則」について、2回目は、「ロー
タリー要綱とロータリーの綱領」、3回目は「奉仕への
転向」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。

大阪天満橋RACより山田 竜輔会長がお見えになりました。

■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5日（木）は次年度理事・役員の発表がございます。
11月はロータリー月間でございます。吉田クラブ財団
委員長宜しくお願いいたします。

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。

12月4日（金）～5日（土）は国際ロータリー第2660地
区2015～2016年度地区大会でございます。

12月4日（金）は晩餐会がリーガロイヤルホテル3階 
光琳の間にて

12月5日（土）は大阪国際会議場 5階メインホールに
て10：30より受付、13：15より本会議がございます。
本会議には全員ご出席宜しくお願いいたします。



東北支援・岩泉町を訪問

社会奉仕委員長 安達 昌弘

去る10月2日（金）台北福齢ロータリークラブのVINCENT
会長以下5名と中之島ロータリークラブの嶽下会長以下
6名のロータリアンが、これで2年連続の支援となります
岩手県下閉伊伊郡岩泉町を訪問致しました。

予定しておりました花巻空港行きの便は荒天の為欠航
となり、仙台空港回りで9時間を掛けて現地の小本中学
校・小本小学校の仮校舎に着いたのは、既に放課後の
午後4時前でありました。

予定していた殆どのプログラムは実行出来ないまでも、
両校の校長先生からは素晴らしい謝辞を頂き、この目

日　時：2015年10月8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・辻（義）・檜皮・杉村 　以上14名（敬称略）
配布資料：
・ 2015-2016年度行事計画　
・ 新入会員の入会承認フローチャート　2枚　
・ 東日本豪雨災害（平成27年9月豪雨）義捐金のお願い

開会の挨拶（嶽下会長）

全員のご出席ありがとうございます。本日も宜しくお
願い致します。

審議事項
1. 指名委員会より2016-17年度理事役員候補につ
いての報告

2. 年会行事の件
・ 10/29（木）創立記念例会　
17：30例会  18：00懇親会  カラオケなし
　⇒［ 承認 ］

・ 11/19（木）ロータリー規定・情報委員会卓話を、木

村眞敏会員の卓話に変更する。　⇒［ 承認 ］

・ 11/22（日）第1回会長杯ゴルフコンペ
三田ゴルフクラブ　⇒［ 承認 ］

・ 12/3（木）松任会員（出席免除会員）の変更し卓話
の順番を繰り上げる。　　⇒［ 承認 ］

・ 3/17（木）例会を休会とし3/15（火）に変更　
17：15　オパールルーム　⇒［ 承認 ］

2015-2016 年度 第5回　11月度定例理事会議事録

録贈呈の様子は岩手日報にも掲載されました。

その後、夕やみ迫る中、建設中の新校舎を見学させて
頂き、岩泉町教育委員会の方から復興の現状について
の詳しい説明を受け、現地をあとにしました。

次年度の支援につきましては未だ決まっておりません
が、実際に現地に行ってみますと、震災に対する直接の
支援のその地域との交流の重要さ、また内心湧き上
がってくる感動に、この東北への支援を続けていくべき
かどうか？に悩みます。

今回、岩泉町を訪問された皆さん、本当にお疲れさまで
した。

最後に、東北全体の一日も早い復興を祈ります。



【’15年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1082

1083

1084

1085

17

18

19

20

ロータリー財団委員長卓話

次年度理事・役員発表

ロータリー規定・情報委員会卓話

第6回12月度理事会

R財団担当（国際奉仕）

吉田R財団委員長

卓話担当：小林会員

下岡委員長

R規定・情報担当

卓話担当：栗山会員

【’15年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（木）

19日（土）

24日（木）

31日（木）

1086

1087

-

1088

-

-

21

22

-

23

-

-

年次総会

例会日変更→12/19（夜例会）

夜例会・クリスマス家族会

休会③

休会④

卓話担当：松任会員

（次年度理事・役員決定） 第7回1月度理事会

◆第3回クラブ協議会

11/21（土）IM6組

　第一回会長杯ゴルフコンペ

11/28（土）成美学寮餅つき大会

12/1（火）財団地区セミナー

12/4（金）～5（土）地区大会

12/19（土）クリスマス家族会

【’16年1月 行事予定】　（ロータリー理解推進月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1089

1090

1091

1092

24

25

26

27

会長、幹事新年の挨拶

上半期新入会員歓迎会

嶽下会長、檜皮幹事

夜例会

第8回2月度理事会

第3回クラブ協議会

・ 3/15（火）太閤園3クラブ合同懇親会　
ホストクラブ：大阪鶴見RC  18：00  ガーデンルーム
　⇒［ 承認 ］

3. 社会・青少年奉仕委員会
11/28（土）成美学寮への奉仕事業の件
今年度は天満橋ロータアクトクラブが主体で実施す
るので、青少年・社会奉仕委員会の予算で天満橋
ロータアクトクラブを昼食に招待する。
　⇒［ 承認 ］

4. 会員増強員会
新入会員の入会承認について
　⇒［ 継続審議 ］

5. 親睦活動委員会
クリスマス家族会
12/19（土）　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－

プレゼント交換はなし
　⇒［ 承認 ］

6. 国際奉仕委員会
10/15（木）に委員会を実施し以下を検討
・ VTTにおける協力クラブとの団結式　　　　
・ ベトナムの寺についての奉仕活動
・ 台北福齢RC創立20周年
　⇒［ 承認 ］

7. 東日本豪雨災害（平成27年9月豪雨）義捐金
災害積立金より　50,000円を支出する。
　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（下岡前年度会長）

長時間ありがとうございました。

継続審議事案につきましては、再度宜しくお願い致し
ます。



●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 1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 1名
出席者 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 81.25%
9月10日の修正出席率 87.09%

ニコニコBOX8
10

嶽下：東北支援、お疲れ様でした。
天満橋ローターアクト、山田会長ようこそお越
しくださいました。

下岡：ニコニコ

村橋：台北福齢ロータリークラブに皆様を歓迎して

檜川：安達社会青少年奉仕委員長、東北支援お疲れ
様でした。有意義な奉仕活動でした。
会長、温かなるお心遣い有難うございました。

井戸本：ニコニコ

小林：東北支援無事終えて、ニコニコ

辻（一）：今日から本格的な秋ですね。体調に気をつけ
ましょう。

吉田：ニコニコ

針谷：ニコニコ

高島：ニコニコ

北村：ホームクラブ欠席のお詫び

村上：ニコニコ

戸田：安達さん、フォーラムよろしくお願いします。

杉村：高島ガバナー年度からノーベル賞が身近にな
りました。

本日合計 : ￥29,000
累　計 : ￥780,000

●メイクアップ
高島 凱夫   8 月29日 地区財団セミナー
吉田 　了   8 月29日 地区財団セミナー

●本日のビジター
大阪南RC 片岡 利雄 様

●本日のゲスト
大阪天満橋RAC 会長　山田 竜輔 様

本日のメニュー

・蕪とスモークサーモンのルーレ 野菜の赤ワイン煮と
コールビーフパテドカンパーニュ

・香草マリネローストポーク
温野菜添えオニオンヴィネガーソース

・メスクランサラダ、コーヒー、パン

１０月12日 野球大会


