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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23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

三世代クラブ合同例会 挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年10月29日
第1081回（本年度 第16回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
■創立記念夜例会
18：00〜 例会
18：30〜 創立記念懇親会
オーキットテラス

次回 11/5 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●R財団卓話 R財団とは？
講師 地区財団委員会 四宮 孝郎 様

大阪天満橋ロータリークラブの皆様、大阪大手前ロータリークラブの
皆様こんにちは。
大阪中之島ロータリークラブの会長を拝命しています嶽下勇治でご
ざいます。
まずは、三世代クラブ合同社会奉仕事業と、本日の合同例会のお世
話を頂きました大阪大手前ロータリークラブの中林会長様を始め、
大阪大手前ロータリークラブの皆様に厚くお礼を申し上げます、
昨年の11月の三世代合同社会奉仕事業では、大阪中之島ロータ
リークラブがホストクラブとして、奈良県の柳生の里にあります、障害

■11月12日
（木）
は小林会員の卓話です。
小林会員宜しくお願いいたします。
■11月19日
（木）
はロータリー規定・情報委員会卓話で
す。木村眞敏会員が代理卓話をされます。
■11月26日
（木）
は栗山会員の卓話です。
栗山会員宜しくお願いいたします。

者福祉施設の成美学寮に対しまして、テレビなどの
備品の贈呈と、子供たちと一緒に餅つき大会を実施
いたしました。
子供達からも大変喜んでいただくことが出来ました。
ご協力頂きました皆様方には、
厚くお礼を申し上げます。
本年度は、大阪大手前ロータリークラブ様が大手前
整肢学園の子供たちを、神戸市の須磨海浜水族館へ
ご招待する企画を立てて頂き、私どもも参加をさせて
いただきました。
声を出すこともできない子供たち、歩くこともできな
い子供たち、
自分で食事することもできない子供たち
が、大きな喜びを自分の身体で表現していました。
そ
して、バスの中で、一言でしたが声をそろえて
「こんに
ちは！」
「ありがとう！」
と精いっぱいの声をだして挨拶
していただいた時、感動で胸が熱くなりました。
改めまして、今回の企画をして頂きました、大阪大手
前ロータリークラブの社会奉仕委員長の辻村様、そ
して委員会の皆様には心から感謝申し上げます。
最後に、
この三世代クラブ合同社会奉仕事業が地域
社会のために、更なる充実を遂げていかれることを
祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

幹事報告 (10/23)

2014-15年度第1080回（第15回例会）

■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。
ホストクラブ
は大阪天満橋RCで「拉致問題から見える日本の姿」
のテーマで開催されます。
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。
第1日：2015年12月4日
（金）
リーガロイヤルホテル3階

光琳の間

17：30〜20：00

登録受付

18：30〜21：00

RI会長代理ご夫妻晩餐会

第2日：2015年12月5日
（土）
大阪国際会議場 5階メインホール
10：30〜12：00

登録受付

11：00〜12：00

夢のデュオ・コンサート

13：15〜15：00

本会議

15：00〜16：40

特別symposium

16：45〜17：30

本会議・閉会

本会議には全員ご出席宜しくお願いいたします。
■My Rotary 登録に関するセミナー
11月17日
（火）16時から17時までガバナー事務所に
てMy Rotaryの登録方法についてのセミナーがありま
す。
セミナー申し込みの方は幹事までご連絡ください。

創立23周年記念例会と親睦会式次第
幹事 檜皮 悦子

会場：太閤園 オーキットテラス

■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、9月12日（土）に実
施されました大手前整肢学園 園外活動支援：社会奉
仕事業についてお話しされます。

18：00

例会開会点鐘
ソング「それでこそロータリー」
会長挨拶
幹事報告〜委員会・同好会報告
出席報告・ニコニコ

■10月29日
（木）創立記念夜例会です：Charter Night
18：00よりオーキット・テラスにて例会、18：30より懇
親会が開催されます。

18：30

閉会点鐘

18：40

親睦交流会
乾杯
祝宴開始 親睦交流歓談

21：00

閉会挨拶
ソング「手に手つないで」

■11月5日
（木）は次年度理事・役員候補の発表がござ
います。
11月はロータリー財団月間でございます。代理卓話
としてロータリー財団 資金推進小委員会 四宮委員
長にお越しいただきます。

3世代クラブ合同社会奉仕事業

大阪大手前ロータリークラブ 社会奉仕委員会 委員長

辻村 和弘 様

園児をバスに乗せるまでが一苦労で、車椅子のままリフ
トを使って乗る子もいれば、車椅子から降ろして身体だ
けバスに乗せ車椅子はトラックで運搬する子もいて、乗
車だけで30分以上掛り降車も同様の作業が掛ります。
昼食も自分では食べられない子が殆どで、職員とボラン
ティア学生が手分けして食べさせてあげていました。

3世代クラブ合同社会奉仕事業は、大阪天満橋ロータ
リークラブ（親クラブ）、大阪大手前ロータリークラブ（子
クラブ）、大阪中之島ロータリークラブ（孫クラブ）が、力
を合わせて一つの社会奉仕を行う事業で、1997年より
行われ3クラブの絆をより強める行事となっております。
本年度は大手前RCがホストクラブとなり、9月12日
（土）
に大阪赤十字病院附属大手前整肢学園（肢体不自由
児・重症心身障害児施設）の園児を、神戸市立須磨海浜
水族館へ招待しました。
参加者は園児40名、整肢学園職員18名、ボランティア
学生37名、
ロータリアン53名の総勢148名の大所帯で、
リスト付バス4台、介護タクシー2台、
トラック2台（車椅
子運搬用）に分乗して現地へと向かうのですが、
まずは

水族館内では園児1名に対して大人2〜3名が担当の
チームとなり、車椅子やバギーを押してバリアフリーに
なっているスロープを登り降りして、色々な施設を見学
して廻りました。イルカショーの見学では通常はスペー
スの問題で車椅子は5台までしか入れて貰えないので
すが、
スタッフの方の御好意で10台も入る事が出来、園
児達も大喜びでした。園児達は日常外出する機会が殆
ど無く、40名が揃ってバスでの外出は初めての体験らし
く、職員の方々も大変喜んでおられました。
私達は1日だけの奉仕でしたが、職員の方々やボラン
ティア学生の皆様は園児達のお世話を日々やっておら
れ頭の下がる思いです。
今後もこの3クラブが力を合わせ、少しでも世間のお役
に立てるような事業を続けて行けるよう頑張りたいと思
います。
ご協力下さいました全ての皆様に感謝の気持ちで一杯
です。本当に有難う御座いました。

須磨海浜水族園での活動を終えて

大手前整肢学園

波多野 秀明 様、岡本 雄子 様
なったことがありました。
活動時、
ロータリークラブの皆様には、
バスに子ども達を
乗せたり、車椅子をトラックに積んだり大変な重労働も
していただきました。
また水族園でも子供達の表情に気
を配り、声かけをし、陽射しを気にかけ傘をさしかけて
いただいたり、
いろいろな関わりをしていただきました。

大手前整肢学園で生活をしている子ども達の中には、
家庭に帰れない事情のある子どもがいます。
そんな子ど
も達にとって、外出することは本当に楽しく嬉しいもので
す。今回参加した中にもそのような事情を抱えた子ども
がいます。須磨から園に帰ってから、その子どもがイル
カショーのパンフレットを大事そうに何度も何度も見て
いる姿を見て、本当に嬉しかったのだなあと、胸が熱く

今回この活動は、
ロータリークラブの皆様のご支援と学
生ボランティアの協力があって実現できました。ありが
とうございました。
また、初めての大きなイベントのため
多くの不備もあったかと思います、
この場を借りてお詫
び申し上げます。そして、
この活動を実現するにあたり、
企画の段階から、実施に至るまで、大変なご苦労をかけ
ました辻村委員長を始め、大手前ロータリークラブの皆
様、本当にありがとうございました。そして、
この活動に
賛同していただいた、天満橋ロータリークラブの皆様、
中之島ロ−タリークラブの皆様に心より感謝いたしま
す。
ありがとうございました。

3世代クラブ合同例会

10
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ニコニコBOX

嶽下：三世代合同例会、ニコニコ
下岡：三世代合同例会よろしくお願いします。
村橋：三世代合同例会を祝して
井戸本：三世代合同例会お世話に感謝、ニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：1年ぶりの三世代合同例会ニコニコ
高島：久しぶりに三世代合同例会に出席します。
村上：ニコニコ
辻（義）
：三世代合同例会ニコニコ
西田：三世代合同例会を祝してニコニコ
杉村：三世代合同例会よろしくお願いします。

本日合計 : ￥28,000
累

計 : ￥858,000

●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
22名
10名

出席率
10月1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

68.75%
96.87%

●メイクアップ
北村 譲
小林 俊明
岡本 啓吾
吉田 了

10月 1 日
10月 1 日
10月 1 日
10月18日

台北福齢RC懇親会
台北福齢RC懇親会
台北福齢RC懇親会
ガバナー杯野球大会

