1086

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！

（ 11月26日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 12 月 ）

疾病予防と治療月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年12月3日
第1086回（本年度 第21回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 自己紹介
坂本 恵 会員

次回 12/10 のお知らせ
♬SONG 「我らの生業」
:
●卓話 年次総会 次年度理事役員決定
■第7回1月度理事会
13：40〜 サファイアルーム
皆さんこんにちは
先週の日曜日には、大阪中之島ロータリクラブのゴルフ同好会主催
のゴルフコンペが実施されました。お天気も良く、晴れ晴れとした天
気で心も爽やかに始終楽しい一日を過ごすことができました。参加さ
れました皆様方には心から感謝申し上げます。来年4月にもコンペを
計画されるそうですので、皆様にはそろってご参加していただければ
と思います。
11月21日に大阪天満橋ロータリークラブのホストで、IM6組ロータ

リーデーが開催されました。沢山の会員にご出席い
ただきありがとうございました。

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

いよいよ、国際奉仕活動のベトナムVTT事業が本格
化されます。非常に重要な事業となりますので、皆様
方には是非ともご参加をお願い申し上げます。

10：30〜12：00

登録受付

11：00〜12：00

夢のDuo・Concert

13：15〜15：00

本会議

今日の卓話の「奉仕の一世紀」は、
「 世界に羽ばたく
ロータリー」の第二回目ですが、第一次世界大戦、
そ
して終戦後からの急速なクラブの拡大がかれていま
す。
日本での最初のクラブ、東京ロータリークラブのこ
とで出ています。

15：00〜16：40

特別symposium

16：45〜17：30

本会議・閉会

また、
この「世界を羽ばたくロータリー」の次には、
「3
つの試練」
として、世界第一次大戦、大恐慌、第二次
世界大戦のときのロータリアンはどうしていたか。お
互い敵同士のロータリアンはどうしていたか。
このよ
うな状況が詳しく出てまいります。
ご期待を頂きたい
と思います。
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。

幹事報告 (11/26)

2014-15年度第1085回（第20回例会）

幹事 檜皮 悦子

■11月26日（木）の卓話はVTTチームリーダーの高島
会員が「VTT実施について」
お話しされます。
同日18：00〜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。
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。
時間：12：45 現地集合 13：00〜餅つき開始
場所：成美学寮 奈良県奈良市柳生下町445
tel：0742-94-0205
餅つき終了後「花惣」
にて大阪天満橋RACと共に親睦
食事会が計画されております。
場所：花惣本店 奈良市二条大路南4-2-12
tel：0742-36-8730
■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。
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

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、10：30に集合場所
として5階エスカレーター前とさせていただきます。
※各自の名札とお弁当引換券は必ずご持参ください。
引換券がなければお弁当をお渡しできませんので
宜しくお願いいたします。
「お弁当引き換え所」にて引換券とお弁当を交換し
てください。
※11月26日の現時点で、晩餐会は400名のご参加、
本会議は2,476名が登録されておられるそうです。
大阪中之島RCは晩餐会に13名、本会議に31名登
録させていただきました。
■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）
年次総会の後、
クラブ戦略計画委員会より村橋会長エ
レクトが
「クラブ戦略計画」
についてお話しをされます。
例会終了後、第7回1月度理事会でございます。
理事・役員の方はご出席頂きます様にお願いいたし
ます。
■12月12日（土）はVTTヴェトナム支援団の結団式が
開催されます。
時間：18：30〜
場所：
「湖月」 大阪市中央区東心斎橋1-12-22
tel：
（06）6251-7225
共同提唱クラブの大阪西南RC、茨木RC、
また地区よ
り財団委員長、国際奉仕委員長がご出席されます。
■12月17日
（木）SAA委員会＆忘年会が開催されます。
時間：18：00〜 委員会
18：15〜 懇親忘年会&新入会員歓迎会
場所：口岩 口岩 好（Nagam Nagam Hou アム アム ホウ）
兵庫県神戸市灘区深田町3-4-13 アルカ
ディア六甲1F
tel：078-891-6171
■12月19日
（土）
は本年度の最終夜例会が開催されます。
時間：17：30〜
例会場：太閤園

桜苑

例会後クリスマス家族会が開催されます。
時間：18：00〜
場所：太閤園 桜苑
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。

■12月24日
（木）
は第3回休会日、12月31日
（木）
は第4
回休会日になっております。
■2016年1月7日（木）は新年、最初の例会日になって
おります。
会長・幹事の新年の挨拶がございます。
地区出向者のご活躍報告がございます。
■地区よりご連絡がございます。
①地域的社会奉仕活動の一つとして
「大和川・石川ク
リーン作戦」
のご参加のお願いでございます。
開催日：2016年3月6日
（日）午前中 ［雨天中止］
開催場所：大和川・石川流域の各市で清掃場所の
設定がされます。詳細は追って連絡されるそうです。
②国際ロータリー日本事務局より2015年12月の
ロータリーレート：120円と連絡がありました。
③ロータリーフェスティバル報告書の訂正がござい
ます。
＜訂正箇所＞
2ページ
49ページ

誤：大阪市立中央公会堂
正：大阪中央公会堂

当日会場入口にて名札のバーコードチェック・ご入場
いただいた後、
お弁当をお申込みの皆さまには
「弁当
引換場所」
に引換券をお持ち下さい。引換券がござい
ませんとお渡しが出来ませんのでご注意ください。
尚、お弁当は各自でお持ちいただき、
コンサート終了
後に、会場座席にてお召し上がり下さい。
お弁当引換
は12：30まで、
お召し上がりは13：00までとさせてい
ただきます。
（お持ち帰りはできませんのでご了承下
さい。）
註：12/5(土)午後12時からの「RI会長代理を囲む昼
食会｣並び｢米山・財団顕彰昼食会｣に直接ご出席
のパストガバナー・ガバナーエレクト・ガバナーノ
ミニー 米山・財団大口寄付者の皆様には、当日、
まず、5階メインホールの来賓受付にて受付をお
済ませの上、12階レストラン｢グラントック｣に移
動くださるようお願いいたします。

誤：大阪中央RC
正：大東中央RC

井本 万尋会員のロスター掲載のe-mailに
誤りがございました。

国際ロータリー第2660地区 地区大会最終のご案内
拝啓

お手元に届いている事と存じます。
（ 註：来賓受付に
てお渡しの皆様を除く）各自お忘れなく、必ずご持参
くださいますようお願いいたします。

皆様にはますますご清祥、
お慶び申し上げます。

さて、いよいよ地区大会が目前に迫って参りました。
お陰様で地区大会第1日目（12/4）
ロイヤルホテル･光
琳の間での「RI会長代理歓迎晩餐会」、2日目（12/5）国
際会議場での「コンサート・式典・シンポジウムの本会
議」共に、多くの方々のお申込みをいただきました。
ご協
力賜りました各クラブ様・ご参加いただきます皆々様に、
心より御礼申し上げます。
地区大会１日目・２日目につき、下記の通り最終のご連
絡をさせていただきます。
敬具
記
①12/4（金）
夕刻からの
「歓迎晩餐会」
受付開始：17：30〜
開宴：18：30
晩餐会用の名札は会場入口にてご準備しております。
ご自身のクラブの受付へお越しくださいますようお願
いいたします。
②12/5（土）国際会議場・本会議（コンサート・式典・シ
ンポジウム・式典）
：
受付開始：10：15〜
コンサート開演：11：00（演奏中の入場は出来ません
のでご注意下さい）
事前にお申込みの方の名札とお弁当引換券は既に

e-mail imotoQhoken-con.com（誤）
↓
e-mail imoto@hoken-con.com（正）
訂正のほどよろしくお願いいたします。

野球同好会忘年会

藤本 淳司

2015年11月25日
（水）四季自然喰処「たちばな」にて、
北村会員ご夫妻のケガが良くなられたとの事で、
そのお
祝いも兼ねまして総勢17名で忘年会を開催いたしまし
た。皆様に楽しんでいただけたようで、
「 新年会も」
との
声もあがっております。
試合の方も積極的にご参加ください。来年もがんばりま
しょう。

職業研修チーム(VTT)について

VTTチームリーダー

高島 凱夫 会員
○共同提唱者は、地区国際奉仕委員会、大阪西南RC、
茨木RC、
タイ
（Bangkok Klongtocy）、台湾（Taipei
Fuling RC、Taipei Pailing、Taipei Huapeng）
○大阪中之島RCが提唱クラブとなる初めてのGGプロ
ジェクトである。
台湾主導のGGに共同提唱した経験を当クラブの今
後の奉仕活動のために生かしていく第一弾である。

○プロジェクト名「ベトナムにおける内視鏡手術〜特に
耳鼻咽喉科・頭頚部外科〜の発展と教育」
○いつも通りやっていることが、気が付けば凄いことを
やっている。
○このVTTプロジェクトは、人道的奉仕活動＋VTTプロ
ジェクトと言うことで先ずすごい。
○今年度1月に解禁されたVietnamへの、
グローバル補
助金（Global Grants＝GG）
を使用した初めてのケー
スである。
このプロジェクトの成否を第2660地区、RI
も注目しているだろう。
○第三ゾーンでは初めての試みであり、地区国際奉仕
委員会では、本年度の柱としている。
この事業を契機として、地区全クラブに対し、国際奉
仕活動の機運を高めるとともに、GGへの取り組み意
欲を促すこととしている。

○大阪中之島RCの
「クラブ戦略計画」
は
「地域内の中堅
クラブを目指す」
「奉仕活動に全会員の参加を目標」
としている。
今回は、特に長期間にわたる支援活動が必要なた
め、できる限りの会員が参加し
「奉仕活動を共有す
る」
ことが大切である。
と共に、是非ともこのプロジェク
トを成功させることが肝要である。
○12月12日に
「湖月」
（大阪市中央区東心斎橋1-12-22
TEL（06）6251-7225）
で開催される結団式にも多く
の会員が参加し、
プロジェクトの成功を期したい。
○DaNang病院耳鼻咽喉科部長Dr. Huynh Anhが、先
ず日本で研修を受けるべく、12月7日来日。関西医大
枚方病院で研修を受ける。
○DaNang近郊の孤児院（お寺が経営）への支援活動。
孤児院は、
お寺の前に放置されている乳児、
およびそ
の他の孤児の教育・生活支援を行っている。昨年度
から、現地在住の臼田さんのお世話で始まったこの奉
仕活動も同時進行で行われる。

会員入会選考について改訂案
会員候補者フロ−チャート
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。

（1） 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可否の選考がある旨伝えること。

（2） 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、会員増強委員長、会員選考担当、職業分類担当、推薦者）

（3） 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。

（4） 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。

YES

NO

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。

（5） 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。
（6） 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。
（7） 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。

OK

変更部分・・・現行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
NO

不承認

（8） 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。

（9） 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ければならない。
OK

NO

（10） 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。
（11） 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。
無い
（入会）
（12） 会員候補者は入会金を納めることにより会員となる。

反対
有る

理事会は次の理事会において入会の評決を行う。
賛成

成美学寮餅つき大会
本年度の餅つき大会の日も、やはり例年通りの素晴らし
い天気でした。
11月28日
（土）、午後1時より奈良県柳生の里の成美学
寮におきまして、中之島RCからは嶽下会長の奥さんも
参加して頂き11名、天満橋RCから仲西RAC委員長、期
待の天満橋RACからは山田会長以下6名の参加を得
て、約30名の寮生たちと共に恒例のもち付き大会が開
催されました。
その楽しい様子は、文章で著すより添付の写真達で想
像してみてください。
餅つきの終了後は、場所を変えてこの3年間お世話に
なっている天満橋RACのみんなと食事会、
および意見交
換会で盛り上がり、今回の成功と、次年度の成美学寮へ

本日のメニュー

社会奉仕委員長

安達 昌弘

の支援を約束し、
午後5時前に解散の運びとなりました。
ご参加頂いた方々、本当にありがとうございました。
餅つき大会でお世話いただいた、
ローターアクトの谷さ
んからお礼のお手紙をいただきました。
本日は本当にありがとうございました。
とても楽しい時間を過ごすことができました！
色々至らない点もありご迷惑お掛けしたかと思い
ますが、今後とも宜しくお願いいたします(^-^)
また何かお手伝いできることあれば、なんなりとお
申し付けください！

12月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
針谷 紘一 ［10日］
西田 末彦 ［23日］
井戸本 泰次 ［30日］

●事業所設立記念
栗山 博道
先

附 銀杏豆腐

握り盛合わせ
蟹ちらし寿司

さより 中トロ 赤貝 イナリ 鉄火
赤出汁

栗山診療所［平成19年］

11

26

ニコニコBOX

嶽下：本日の卓話、VTT事業について高島会員よろし
くお願いします。
下岡：野球部忘年会有難うございました。
檜皮：野球部忘年会、たくさんのご参加有難うござい
ました。会長何時もながらの温かなるお気持ち
有難うございます。
井戸本：ニコニコ
辻（一）
：雨ですがニコニコ
吉田：ニコニコ

ロータリーデーのお礼状が
大阪天満橋ＲＣより届いております
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上
げます。
過日はお忙しい中、
「2015〜2016年度 RI第2660地
区IM6組ロータリーデー」に貴クラブより多数のご
参加をいただき心より御礼申し上げます。
おかげさまでIM6組内の多くのロータリアンの皆
様、そして一般の方にもご参加を頂き無事に終え
ることができました。
2003-2004年度のIMテーマ「拉致問題を学び、考え
る―ご家族の生の声を聞いて―」から本年度は
テーマを「拉致問題から見える日本の姿」
とさせて
頂き、拉致被害者の帰国を待ちわびていらっしゃる
ご家族の方々の訴えや、拉致問題解決の進展につ
いて改めてご理解を深めていただけたと確信して
おります。
このようにロータリーデーが盛会のうちに終了で
きましたことをあらためまして感謝申し上げますと
ともに貴クラブ会員の皆様のご活躍とご健勝をお
祈り申し上げます。
まずは略儀ながら書面での御礼
にて失礼いたします。

山本：①世界的権威の戸田先生、12月4日に大手前RC
で卓話いたします。
足腰の弱い人、頭の悪い人、ぜひメーキャッ
プしてください。
②西田親睦委員長、
りんごのお誕生日プレゼン
ト有難うございました。一生親睦委員長して
ください。
③スミマセンが12月4日北海道に出張です。
針谷：ニコニコ
高島：本日VTTの話です。
皆様でベトナムに行きましょう。
金森：伏見さん、お陰で市長職2ヶ月が経ちました。
北村：①野球部の皆さん、昨日は有難うございました。
②先週例会を早退して大阪西RC出前授業の見
学に行きました。大変良かったです。
村上：誕生日プレゼント、
有難うございました。
ニコニコ
木村（眞）
：ニコニコ
西田：杉村さん、
コンペ優勝おめでとうございます。ニ
コニコ
岡本：寒くなりましたね。ニコニコ
戸田：高島先生、VTTの話楽しみにしています。
栗山：ニコニコ
杉村：急に寒くなりました。
ご自愛ください。
坂本：ニコニコ

敬具

本日合計 : ￥44,000
計 : ￥1,095,000

累

平成27年11月30日
大阪天満橋ロータリークラブ
会

長

山本

喬一

ロータリーデー実行委員長

小寺

一矢

戸田会員、テレビ出演予定
12月15日午後11時15分から放送予定のテレビ朝
日系列（6チャンネル）
の中居正広のミになる図書館
「知らなかきゃ良かった」のコーナーで戸田会員が
「高齢者がハイヒールを履くと姿勢が悪くなる」
とい
う話をします。
お時間があれば観て下さい。

●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
26名
6名

出席率
11月5日の修正出席率

●本日のビジター
徳島RC

●メイクアップ

安達 昌弘 11月 1 日

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
0名
0名

81.25%
93.75%
西野 武明 様
ガバナー杯野球大会

