
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

（ 11月12日）

1084

2015年11月19日

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1084回（本年度 第19回）例会

次回 11/26 のお知らせ
♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
●卓話　VTT奉仕事業実施について
　高島 凱夫 会員

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　台湾論Ⅱ
　木村 眞敏 会員

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日は、お客様はいらっしゃいません。皆さんごゆっくり例会を楽しん
でいただければと思います。

本日の会長の時間は、少し詳しく説明させていただきます。内容とし
ましては、ロータリーの旗と四大奉仕部門についてであります。

まず、ロータリーの旗はいつも何気なく見ていますが、旗の白地は国
際主義の白としています。そして、中央の徽章が金と青で記されてい
ます。「青は目的の不変性、金は永久的進歩の輪が回る純粋な基準を



象徴している。」とされています。

国際ロータリー・クラブ連合会第3代会長のラッセルF.
グレイナーが、1915年1月4日午前11時にカンザスシ
ティのボルティモア・ホテルの旗竿にこの旗を掲げた。

その後、南極で、北極で、気球で高度18,526メートル
まで、鉱山の地下2,085メートルでの会合で、そして
ロータリアンであるフランク・ボーマン宇宙飛行士が
月周回飛行に持参した。

次に、四大奉仕部門の項目では、「ロータリーとは何
か？」という質問に、答えをだしています。3車線道路
と呼ばれていますが、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉
仕であります。その後国際奉仕が加わり、そしてごく
最近では青少年が加わっています。「その他の奉仕
部門」のところで、青少年奉仕についての記述があり
ますが、現在では大きく変化してきているところであ
ります。あくまでも、この「奉仕の一世紀」は、10年前
の100周年を記念して作成されたものであることを
ご理解下さい。

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。

■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）下岡会員の卓話ですが、木村眞敏会
員が代理卓話をされます。

■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。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。　

■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VTTチームリーダー高島会員が
「VTT実施について」お話しされます。
同日18：00より新大阪ワシントンプラザ2F「紅梅の
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）は恒例の社会奉仕事業：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。
大阪中之島RC奉仕事業ジャンバーの着用をお願い
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。

■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。

■12月10日（木）は年次総会でございます。（次年度理
事・役員の決定）

■12月19日（土）はクリスマス家族会です。沢山のご家
族のご参加宜しくお願いいたします。
12月17日（木）は例会変更の為休会でございます。
お間違えの無いようにお願いいたします。

■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。

■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。

2014-15年度第1083回（第18回例会）
幹事報告 (11/12)

幹事  檜皮 悦子



つれづれなるままに

小林 俊明 会員

Ⅰ．徒然草

11月6日（金）、事務局より次週12日の卓話のタイト
ルを10日（火）までに知らせよとのメールが来ました。
私は、まだ何を話すべきかまとまっていませんでした
ので、思わず「つれづれなるままに」とタイトルを返信
した次第です。

徒然草は、高校時代の古文の時間にも一部習いまし
たが、授業とは別に、数学の先生が古典に造詣が深く、
月に2回、古文の輪読会を開いておられました。主に
平家物語が中心となりましたが、この徒然草も解説し
て頂き、印象に残っている古文です。

作者は吉田兼好であり、俗名は卜部兼好（ウラベカネ
ヨシ）。京都の吉田神社の神官の家に生まれたことか
ら、吉田姓で呼ばれるのです。30歳頃に出家し「兼
好」と号した。和歌歌人としても有名であったそうです。

この徒然草を現代語で述べると、

「これといってすることがなく、暇を持て余しているの
に任せ、一日中硯に向って心に浮かんでは消えてゆく、
とりとめがないことを、これといった目的も手順もなく
書きつけると、（我ながら）不思議な程、物に取りつか
れたような気持ちの高ぶりを覚えることだ。」

となります。

「つれづれ」は「徒然」と書きますが、もともとは「連れ
連れ」で単調な状態が連続するさまを表しています。

そこで、これといってすることがなく退屈であると言っ
ているのです。

「日暮らし」は朝から晩までの意であり、現在よく使う
「その日暮らし」ではありません。「心にうつりゆく」は、
心に浮かんでは消えていくの意です。「よしなしごと」
は、根拠がないとか、とりとめがないことです。逆に「よ
しあり」という反対語もあり、由緒があるとか趣がある
ことを言います。「そこはかとなく」は、これといった目

的も手順や計画もなく、何となくの意です。「あやしう
こそ」は、不思議にとか妙にの意です。「ものぐるほし
けれ」は、気が狂いそうになるという人も居ますが、閑
静な境地と主体的に生きる自由な時間を保持できる
兼好にとっては、そうした書いては考え、考えては書き
するうちに、色々な思いがわき、心が澄みさえていくと
いう、心の高まりを表現していると解されています。

この徒然草は本当に色々なエピソードをとりあげてお
り、現代においても示唆に富む古典であると思います。

Ⅱ．中国と台湾

11月6日から7日にかけて、シンガポールで中国の習
近平国家主席と台湾の馬英九総統の初会談が行な
われ、「一つの中国」の原則が確認されました。「一つ
の中国」の原則は、1992年の両国（とあえて書きま
す）のコンセンサスによるものですが、その解釈は、中
台それぞれに委ねられるとしているのです。

台湾では独立志向が高い民主進歩党（民進党）が野党
であり、馬総統はこれに反対する国民党のトップです。

今回の会談につき台湾国内では、中台の指導者の会
談そのものを支持する賛成意見は56.7％であるが、
今回の会談そのものについては賛成すると答えた割
合は43.9％にとどまります（反対は32.2％）。馬総統
への不信感が現れています。

中国は南シナ海に人工島を建設し、国際的批判が高
まっている中、習主席は「南シナ海諸島は古代から中
国の領土だ。主権と海洋権益を守るのは中国政府が
果たすべき責任がある」と主張しています。

このような習主席に会談を望んだ馬総統の真意、目
論見はどこにあったのでしょうか。

来年早々、台湾では総選挙があり、野党民進党が政
権奪還を実現すると予測されています。

又、1月の総統選は国民党が破れ民進党の政権に代
わり、祭さんという女性総統の実現が言われています。

馬総統はこれらを見通し、今のうちに中国と密な関係
を築いておこうと考えたのではないだろうかと思います。

主なる二人の会談とその主張の要旨は

・習近平氏

両岸（中台）関係の歴史的一頁を開いた。

両岸が’92年コンセンサスを維持することを望む。

現在、両岸関係の最大の脅威は台湾独立勢力の
（中国）分裂活動だ。両の同胞は団結して断固反対



しなければならない。

（抗日戦争の）歴史を心に刻む必要がある。

・馬英九氏

「92年コンセンサス」を強固にし、平和な現状を維
持すべきだ。

両岸は異なる体制下で発展し、（関係は）軍事的対
立から協力や交流に変わった。

両岸は最も平和な段階にある。

交流促進や信頼醸成に向けた閣僚級のホットライ
ンを設置すべきだ。

双方は（それぞれの）人民が大切にする価値と生
活スタイルを重視すべきである。

このように習近平主席と馬英九総統とは、中国は一つ
という前提（用語）は同じですが、中国は台湾を自国
の一部と考えているのに対し、台湾の馬英九総統は
中国は一つというものの、台湾は独立した立場を強
調しきれずに終わっています。

中国は一つの原則も中国側に都合の良い解釈で押

し切られたのでは、馬総統の急速な対中接近の結果、
中国に経済的にのみこまれ、将来をめぐる議論も中
国に主導権を握られるとの警戒論が高まっています。

この会談を行った馬英九総統の判断は厳しく問われ
ると思われます。

このように、台湾にとっても必ずしも馬英九総統の今
回の中国訪問は良かったとは思われていないのです。

習主席をはじめ、中国は覇権主義をあらわに示して
います。仮に台湾が飲み込まれて共産主義にでもな
ろうものなら、日本にとっても大変なことになろうと思
われます。

世界で一番親日国家（あえて国家と言います）である
台湾が、中国に飲み込まれてしまと、今迄の友好関係
を保持できなくなるでしょう。

世界中で一番親日国台湾は、今のままであって欲し
いと願うのは私だけではないのではないでしょうか。

台湾は、中国とは一線を画した、民主主義自由主義国
家であり続けて欲しいものです。

日　時：2015年11月12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・北村・針谷・永井・辻（義）・檜皮・杉村 　以上11名（敬称略）
配布資料：
・ 成美学寮　餅つき大会の案内 ・ 会員候補者の入会承認フローチャート
・ 奉仕事業時着用ブルゾン ・ 2015-2016年度RI2660　地区補助金報告書
・ 2015-2016年度年間行事計画 ・ クリスマス家族会出席者名簿

開会の挨拶（嶽下会長）
本日も沢山の重要な審議事項があります。宜しくお願
い致します。

審議事項
1. 2015-2016年度年間行事計画

11/26の卓話時に高島会員よりVTTの報告
　⇒［ 承認 ］

2. 坂本会員は親睦活動小委員会に所属　⇒［ 承認 ］

3. 会員増強員会 辻 義光会員増強・維持小委員長
会員候補者の入会手続き
　⇒［ 一部訂正にて承認 ］（次頁フローチャート）

4. VTTの報告 栗山VTT委員長
・ 地区では承認済み、財団における承認待ち
・ 12/12　結団式を予定
・ 財団の承認が下り次第、1/4～2月初旬に4グリープ
くらいに分けて訪越予定
・ 訪越の仮日程を提示する
　⇒［ 承認 ］

5. 社会青少年奉仕委員会 辻 義光委員
・ 11/28　成美学寮餅つき大会について報告

・ 奉仕事業時着用ブルゾンについて報告
　金額：5,000円　下半期会費請求時に徴収する
　⇒［ 承認 ］

6. 親睦活動小委員会 杉村会員
クリスマス家族会参加数について報告
　⇒［ 承認 ］

7. クラブ戦略計画委員会 嶽下会長
【大阪中之島ロータリークラブ戦略計画】
①地区内の中堅クラブを目指す。
②奉仕活動の目的を総ての会員が共有し参加意識を
向上させる。

・ 上記は12月の年次総会にて説明
・ 文言訂正は趣旨が変わらなければ委員会に一任する
　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（村橋会長エレクト）
本日もスムーズな進行ありがとうございました。

2015-2016 年度 第6回　12月度定例理事会議事録



【’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：坂本会員

（次年度理事・役員決定） 第7回1月度理事会

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

第1回ノミニー理事会

【’16年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
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

職業奉仕委員会
クラブフォーラム

上半期新入会員歓迎会

嶽下会長、檜皮幹事

卓話担当：満村会員

職業奉仕委員会
小林委員長

夜例会

第8回2月度理事会

【’16年2月 行事予定】　（平和と紛争予防／紛争解決月間）
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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1093

-

1094

1095

28

-

29

30

委員会報告

祝日①

国際奉仕委員会
クラブフォーラム

各委員長

卓話担当：村橋会員

国際奉仕委員会
辻（一）委員長

第3回クラブ協議会

第3回3月度理事会

改正点：会員候補者の氏名は公表せず、性別、職業、年齢、役職までとする→会員候補者の氏名、性別、職業、年齢、役職は本人の
　　　  了解を得て公表する。

会員候補者フロ－チャート

会員は推薦したい会員候補者がいる場合、会長に相談。
ただし、会員候補者本人にはロータリー入会について伏せておくこと。

会員候補者の氏名は公表せず、性別、職業、年齢、
役職までとする。

会長は会員候補者選考委員会を招集し、ロータリアンとして相応しいかどうか検討する。
会員選考委員会メンバー（会長、幹事、会員増強委員会、会員選考担当、職業分類担当、推薦者）

会員候補者選考委員会は理事会に選考結果を報告する。 理事会で報告結果に対し承認の可否をとる。

推薦者は会員候補者に入会意思を打診する。入会意思がある場合、例会に入会希望者などの
紹介ではなくゲストとして出席していただく。

会員候補者を推薦したい正会員は推薦者2名の署名捺印した推薦状を幹事を通じ理事会に提出する。

会員増強・維持小委員会より会員選考会議の議事録を理事会に提出する。

理事会は推薦状を受領後30日以内に承認、不承認を決定し、幹事を通じて推薦者に通知しなければ
ならない。

理事会は会員研修小委員会に、会員候補者に対するロータリーの目的、義務などについての説明を
負託しなければならない。

理事会は会員候補者に対し入会申込用紙の提出と署名を求める。
その際、会員候補者の氏名、予定されている職業分類を会員に発表することについて会員候補者の
承諾を求めなくてはならない。

理事会は会員に会員候補者の推薦があったことを公表する。

会員候補者は入会金を納めることにより会員となる。（入会）

公表後7日以内に理事会に対し会員から書面による異議申し立て。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（12）

（11）

推薦者は会長、幹事、会員増強委員長などと相談
して根気強く説得する。

変更部分・・・原稿クラブ細則の入会フローチャート
　　　　　  の（2）、（3）を左記の（5）に変更

理事会は次の理事会において入会の評決を行う。

不承認
NO

NO

NO
YES

有る 反対

賛成

OK

OK

無い



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
●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 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 78.12%
10月23日の修正出席率 87.50%

ニコニコBOX12
11

嶽下：本日の卓話、小林会員よろしくお願いします。
下岡：ニコニコ
井戸本：小林先生、ニコニコ
小林：今日は卓話です。よろしくお願いします。
吉田：入院お見舞いいただきました。元気になりまし

た。遅ればせながら御礼申し上げます。
針谷：小林さん、卓話楽しみです。ニコニコ
高島：ニコニコ
金森：一寸願いがかなうことがありました。
北村：足がだいぶ良くなってきました。
村上：ニコニコ
戸田：20秒しか映りませんが、来週ホンマでっかテレ

ビに出ます。よろしくお願いします。
杉村：急に寒くなってきました。ご自愛ください。
坂本：昨日嬉しいことがありました。ニコニコ
井本：ニコニコ

本日合計 : ￥31,000
累　計 : ￥1,021,000

●メイクアップ
安達 昌弘 10月19日 ガバナー杯野球大会
藤本 淳司 10月19日 ガバナー杯野球大会
井本 万尋 10月19日 ガバナー杯野球大会
満村 和宏 10月19日 ガバナー杯野球大会
辻　 一夫 10月19日 ガバナー杯野球大会
北村 　讓 10月21日 大阪アーバンRC

地区大会選挙人の委嘱状を受ける北村会員

地区大会選挙人の委嘱状を受ける高島会員

本日のメニュー

・ビーフカレー　・サラダ、コーヒー

早瀬会員がポールハリスファエロー・
マルチプル５（６０００ドル以上）の表彰を受けました。

Congratulations!


