
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29日）
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ロータリー財団月間

本日のプログラム

月間テーマ（11月）

第1082回（本年度 第17回）例会

次回 11/12 のお知らせ
♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　
　小林 俊明 会員
■12月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬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

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日は、大阪中之島ロータリークラブが1992年10月29日に創立さ
れ、今日で丸23年目ということになります。創立会員数47名から現在
は33名激減しています。会員数だけの問題ではありませんが、現在
進めています戦略計画をみんなで認識し、活力あるクラブにしていく
ことが必要ではないかと思います。

後ほど、チャーターメンバーの皆様に、創立時からの想いや、今後の
クラブの想いについて少しお話し頂ければと思っています。よろしく
お願いいたします。例会終了後の懇親会では、みなさんゆっくりとお



楽しみいただきたいと考えています。

先週の金曜日は、大阪天満橋ロータリークラブと大
阪大手前ロータリークラブとの三世代合同例会があ
りました。事業内容の報告や、子供たちの先生からの
お話などを聞いているうち、目が潤む場面もありまし
た。改めて、人道的奉仕事業の在り方というものを考
えさせられた例会であったと思います。参加して頂き
ました皆様方には、心からお礼を申し上げます。

少し、2点ほどお知らせがあります。一つ目は、国際大
会の件であります。今日は夜例会でありますので、詳
しくはお話できませんが、来年は韓国での開催となっ
ています。詳しくは事務局の方にご一報をお願いしま
す。二つ目は、地区委員会への出向の件です。先週末
にガバナー事務所から連絡がはいりました。次年度
の地区出向者の推薦も今年と同様公募制としていま
す。地区への出向を望まれます方は、会長、幹事若し
くは事務局へ連絡をお願い致します。

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。

■本日、10月29日は大阪中之島ロータリークラブ創立
23周年記念夜例会です。
Charter Night ：大阪中之島RCは1992年10月29日
にRI理事会で新しくRIへの加盟が承認され、RIにお
ける正式構成単位クラブになり加盟認証状伝達式・
祝賀会が行われました。
18：40より創立記念祝賀会が開催されます。

■11月1日（日）ガバナー杯野球大会です。応援宜しくお
願いいたします。

■今月、11月はロータリー財団月間でございます。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。
次年度理事・役員候補の発表がございます。

■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。
例会後、第6回12月理事会が開催されます。理事役員
の方々ご出席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22日は（日）は第一回会長杯ゴルフコンペです。
ご参加宜しくお願いいたします。

■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。　
同日18：00より新大阪ワシントンプラザ2F「紅梅の

2014-15年度第1080回（第15回例会）
幹事報告 (10/23)

幹事  檜皮 悦子

間」にて睦輪会が開催されます。会長・幹事が出席い
たします。

■11月28日（土）は支援事業：成美学寮餅つき大会で
す。沢山のご参加宜しくお願いいたします。

■12月3日（木）は坂本会員の自己紹介です。坂本会員
宜しくお願いいたします。
辻一夫国際奉仕委員長よりソウル国際大会のPRが
ございます。

■2016～17年度の地区委員会出向者の募集案内を
頂きました。出向者を推薦する地区委員会はクラブ
奉仕拡大増強・広報・職業奉仕・社会奉仕・青少年活
動・ローターアクト・インターアクト・青少年交換・国際
奉仕・ロータリー財団・米山奨学です。
公募期間は10月22日（木）～11月20日（金）になって
おります。

■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。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。

登録受付
RI会長代理ご夫妻晩餐会

17：30～20：00
18：30～21：00

10：30～12：00
11：00～12：00
13：15～15：00
15：00～16：40
16：45～17：30

登録受付
夢のDuo・Concert
本会議
特別symposium
本会議・閉会

　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

　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

本会議には全員ご出席宜しくお願いいたします。
※当日混雑が予想されますので、後日幹事のほうか
ら集合場所を連絡させていただきます。

■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。セミナー申し込みご希望の方は幹事までご連絡く
ださい。My Rotaryにご登録いただくことでロータ
リーの活躍や地区・クラブ運営に必要な情報やデー
ターを随時入手できるシステムです。



今シーズンは1勝4敗で終了
野球同好会 監督　安達 昌弘

Congratulations!11月のお祝い11月のお祝い

●誕生日
 村上 俊二 ［8日］
 山本 　肇 ［13日］
 下岡 陽一郎 ［18日］
 木村 佳弘 ［21日］

●事業所設立記念
 犬飼 直之 犬飼直之司法書士事務所［昭和7年］
 下岡 陽一郎 株式会社 シモオカ［昭和16年］

●結婚記念日
 福田 忠博 ［6日］
 村上 俊二 ［16日］
 高島 凱夫 ［23日］
 下岡 陽一郎 ［27日］
 村橋 義晃 ［29日］

理事（会長）
理事（直前会長）
理事（会長エレクト/例会運営小委員会）
理事（副会長/会長ノミニー/クラブ奉仕）
理事（幹事）
理事（会計）
理事（SAA）
副幹事
副幹事
会計監査
理事（職業奉仕）
理事（社会・青少年奉仕）
理事（国際奉仕）
理事（会員増強・維持小委員会）
理事（親睦活動小委員会）
理事（会員研修小委員会）

村橋 義晃
嶽下 勇治
井戸本 泰次
西田 末彦
杉村 雅之
木村 佳弘
高島 凱夫
永井 俊行
檜皮 悦子
嶽下 勇治
満村 和宏
辻　 義光
栗山 博道
檜皮 悦子
辻　 一夫
山本 　肇

決定
決定
決定

決定

決定

2016-17年度 理事・役員 候補者

次々々年度会長
次々年度の幹事
次年度の会計
次年度のSAA

次年度の理事

西田 末彦
永井 俊行
木村 佳弘
高島 凱夫
満村 和宏
辻　 義光
栗山 博道
檜皮 悦子
辻　 一夫
山本 　肇

2015-16年度 指名委員会による指名

ただし副幹事、会計監査はクラブ役員ではありません。
11月1日の2試合を連勝すれば2位になり、決勝トーナ
メントに進出の予定でありましたが、2試合とも逆転負
けで　今年度のガバナー杯は下位に低迷し、すべての
日程を終えることになりました。

今年の5試合は、特別に参加人数に頭を痛めることも無
くすべての試合を怪我無く、何より楽しく消化出来まし
たことに対して、部員の皆さんのご協力、応援に来て頂
いた方への感謝の気持ちでいっぱいであります。

来年の甲子園、次年度のガバナー杯に向けて野球同好
会からクラブを盛り立てて行きたいと考えております。

今年度のガバナー杯、本当にご苦労さまでした。

岡本会員、お嬢さんのご結婚おめでとうございます。

Congratulations!



創立23周年記念例会と親睦会
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●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0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 0名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 90.62%
10月8日の修正出席率 96.62%

ニコニコBOX29
10

嶽下：創立23周年おめでとうございます。ニコニコ

下岡：創立23周年おめでとうございます。

檜皮：創立23周年例会、祝賀会おめでとうございます。

小林：創立記念日を祝して

吉田：ニコニコ

早瀬：創立記念例会、ニコニコ

山本：創立23年、早いですね。

針谷：創立23周年を祝して

犬飼：創立23周年を祝し！！ニコニコ

高島：①創立23周年おめでとうございます。
②VTT申請終わりました。

金森：創立記念お祝い

木村（眞）：ニコニコ

西田：創立23周年おめでとうございます。ニコニコ

満村：創立記念日と聞きました。私の誕生日でもあり
ます。ニコニコ

岡本：良い季節になりました。ニコニコ

戸田：ニコニコ

杉村：VIVA  23

井本：創立記念おめでとうございます。

藤本：創立23周年おめでとうございます。

本日合計 : ￥52,000
累　計 : ￥910,000

●メイクアップ
満村 和宏 10月18日 ガバナー杯野球大会
辻　 義光 10月18日 ガバナー杯野球大会
吉田 　了 10月21日 大阪城北RC

藤本淳司会員のご自宅の住所が変更になりました。

新住所

〒532-0002   大阪市淀川区東三国3-9-21
　ソラエ北大阪1313号
tel. 06-6868-9735


