1088

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！

（ 12月10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19日
第1088回（本年度 第23回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「4つのテスト」
:
■クリスマス家族会
18：00〜 例会
18：30〜 クリスマス家族会
桜苑
※次週12月24日
（木）
と、次次週12月31日
（木）の例会は休会です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 1/7 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」

皆さんこんにちは。

■新年初例会

本日のお客様、大阪ロータリークラブの百嶋様、大阪大淀ロータリー
クラブの矢野様、米山奨学生の楊さん、
ようこそお越しいただきあり
がとうございます。皆様どうぞごゆっくりお過ごしください。

●会長・幹事年初挨拶

先週の金曜日と土曜日に地区大会が開催されました。大阪中之島
ロータリークラブからはたくさんの方にご参加いただき心からお礼を
申し上げます。
今年は、大阪ロータリークラブがホストとして開催されました。金曜日

と心から願っています。
現在、14名の方がベトナムに参加されます。
このまま
でいきますと、参加人数が足りません。同じ方に何回
も行っていただくことになります。皆様方の熱く力強
いご協力をお願い申し上げます。
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 (12/10)

2014-15年度第1087回（第22回例会）

幹事 檜皮 悦子

の晩餐歓迎会に続いて土曜日には本会議、式典がご
ざいました。さすが大阪ロータリークラブさんだと
思ったのは、夢のコンサートとしてヴァイオリニストの
庄司沙矢香さんと小菅優さんが出演されたことです。
現在世界で最も活躍している方で、
しかも二人そろっ
てのコンサートは音楽ファンとしては本当に夢のよう
に思えたでしょうね。

■12月10日
（木）
は年次総会でございます。

そして、岸本忠三大阪大学名誉教授と本庶佑京都大
学名誉教授の基調講演がありました。
この二人は世
界でもトップクラスの方でノーベル賞に最も近い方と
いわれています。二人そろっての講演はまず聞けな
いだろうと言われています。難しい内容でありました
が、要は、癌の治療はもうすぐそこまで来ていると
いったお話でした。

■12月12日（土）はVTTヴェトナム支援団の結団式が

RI会長代理の水野正人様の挨拶は、価値観を高める
ため、奉仕や親睦が楽しくできるように工夫すること
が大切であると言われました。非常に分かりやすい
表現で心に残るスヒーチであったと思います。
ベトナムVTTプロジェクトについて本日も少しお話し
をさせて頂きたいと思います。今回の地区大会でも
地区役員の方とお話をする機会がありました。我々
が今進めていますベトナムVTTプロジェクトについて
の話題もたくさんありました。徐々に我々はとんでも
なく凄いことをやっているんだ！ということを実感して
きました。なにがとんでもなく凄いかということは、今
まで世界のどこのロータリークラブもできなかったベ
トナムに対するグローバル補助金をつかった事業を、
大阪中之島ロータリークラブがやろうとしていること
にあります。
ロータリーの歴史に残るプロジェクトであるというこ
とです。
このことは、単に中之島ロータリーがVTTプロ
ジェクトとして、医療技術を伝えるということだけでな
く、
このあとには、世界各国からベトナムに大きな支
援が次々と出てくるということになります。ベトナムの
壁を打ち破ったのは大阪中之島ロータリークラブで
あるということになります。
この歴史的なプロジェクト
に、一人でも多くの皆様方に参加していただければ

（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。
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
Da Nang病院、耳鼻咽喉科部長

Dr.Huynh Anh

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：18：00〜
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：18：30〜
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。

場所：薬業年金会館601号室

地区出向者のご活躍報告がございます。
■1月14日
（木）
は満村会員の卓話でございます。
例会後第8回2月理事会が開催されます。理事役員の
皆様ご出席宜しくお願いいたします。

大阪市中央区谷町6-5-4（地下鉄谷町線「谷
町6丁目14番出口直結」）
②「第一回クラブ戦略計画委員長会議の開催」
日時：2016年2月6日
（土曜日）

■1月21日（木）職業奉仕委員会のクラブフォーラムで
ございます。

登録：13：30〜
場所：大阪YMCA会館 2階

小林職業奉仕委員長宜しくお願いいたします。
■地区よりご連絡がございます。
①「2015年度~2016年度

大会議室

③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。

第2回クラブ国際奉仕委

員会会議の開催」

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

日時：2016年2月6日
（土曜日）

設定がされます

登録：9：00〜

詳細は追って連絡されるそうです。

会議：9：30〜11：30

④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。

2015-2016 年度 第7回

1月度定例理事会議事録

日 時：2015年12月10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年度年間行事計画
・2015-2016年度国際ロータリー出版物日本語版注文用紙（抜粋）
・クリスマス家族会予算案・見積書
・事務局複合機見積書

開会の挨拶（嶽下会長）
先般、今年度の社会・青少年奉仕事業が終了いたし
ました。いよいよVTTの始動です。みなさま宜しくお願
い致します。

審議事項
1. 2015-2016年度年間行事計画

・クラブ奉仕事業ジャンパー50枚

・1/7

地区出向者の報告

・2/6

第2回クラブ国際奉仕委員長会議

合計

第1回クラブ戦略計画委員長会議
・3/12
・4/9

PETS

¥317,973

⇒［ 承認 ］

4. 親睦活動小委員会

西田親睦活動小委員長

・クリスマス家族会の予算・進行についての報告

地区協議会

・2016/12/9・10

¥216,000

・来年1月実施の新入会員歓迎夜例会についての報告

地区大会

⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

5. 国際奉仕委員会

2. 事務局の複合機交換の件

VTTが正式に承認されましたことを報告いたします。

相い見積りをとる。 ⇒［ 承認 ］

また、訪越についても宜しくお願い致します。

3. 社会・青少年奉仕委員会

⇒［ 承認 ］

安達社会・青少年奉仕委員長
・成美学寮寄贈タオル

¥29,484

・天満橋ローターアクト慰労会

¥72,489

・成美学寮への寄付

辻（一）国際奉仕委員長

¥100,000

閉会の挨拶（村橋会長エレクト）
次年度理事・役員が正式に承認されました。
宜しくお願い致します。
本日もありがとうございました。

【 16年1月 行事予定】（職業奉仕月間）
日付

通算No.

今期

7日
（木）

1089

24

14日
（木）

1090

25

21日
（木）

1091

26

28日
（木）

1092

27

ホームクラブプログラム
会長、幹事新年の挨拶

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

嶽下会長、檜皮幹事
地区出向者の報告
卓話担当：満村会員

職業奉仕委員会

職業奉仕委員会

クラブフォーラム

小林委員長

上半期新入会員歓迎会

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

4日
（木）

1093

28

11日
（木）

-

-

18日
（木）

1094

29

25日
（木）

1095

30

ホームクラブプログラム
委員会報告

卓話担当者

会議、行事

各委員長

第3回クラブ協議会

卓話担当：村橋会員

第3回3月度理事会

祝日①

国際奉仕委員会

国際奉仕委員会

クラブフォーラム

辻（一）委員長

RI地区会議行事、
クラブ行事
第1回ノミニー理事会
第二回クラブ国際奉仕委員会会議
2/6（土） 9：00〜
登録薬業年金会館
第一回クラブ戦略計画委員長会議
2/6（土） 14：30〜
登録大阪YMCA会館

【 16年3月 行事予定】（水と衛生月間）
日付

通算No.

今期

3日
（木）

1096

31

10日
（木）

1097

32

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

卓話担当：村上会員
卓話担当：永井会員

第10回4月度理事会

休会：太閤園3クラブ合同懇親会
により例会変更
3/15（火）17：15〜オパールにて例会

17日
（木）

1098

33

24日
（木）

1099

34

卓話担当：西田 会員

31日
（木）

1100

35

卓話担当：岡本会員

年次総会

次年度理事・役員決定

2015-16年度 指名委員会による指名者

RI地区会議行事、
クラブ行事
3/12（土） PETS
3/15（火） 3クラブ合同懇親会
第2回ノミニー理事会
1100回記念例会

大阪中之島ロータリークラブの戦略計画について

戦略計画委員会

村橋 義晃

どの様にその目標を達成するのか？」
を決めることが不
可欠だからです。
これは、毎年リーダーが交代するクラ
ブでは特に重要な事であり、
クラブ戦略計画は、
クラブ
において、新たなリーダーが就任する毎に、
クラブの方
向性が変わる事を防ぎ、
クラブが重要な目標の達成に
向け、確固とした進路で進む為のものだと思います。
クラブ戦略計画委員会の役割は、
「将来のクラブのある
べき姿」
「奉仕活動のあり方」
「会員増強・会員高齢化問
題」
「クラブの経済面を含めた運営方法のあり方」等に
ついて複数年度に亘る中長期の計画を検討立案し、理
国際ロータリーは、会員基盤の確立とクラブ活性化を目
的として、2003年に
「Strategic Plane」
を導入いたしま
した。日本では「長期計画」
と訳されましたが、
クラブや

事会がクラブ戦略計画委員会の意見を基に方針の決
定を行い、
クラブ会員がこれらの問題意識を共有し、
ク
ラブ自体が具体的な目標に向けて活動を推進してゆく

地区ではあまり取り上げられず、
「RIの崇高な活動理念」

事にあります。

として受け取られ、
クラブの活性化に役立つことは殆ど

この様に
「RIの戦略計画」から
「地区の戦略計画」
そして

ありませんでした。

「クラブの戦略計画」に展開され、我クラブにおいても

2010年、第2次「Strategic Plane」が発表され、
クラブや

「クラブ戦略計画委員会」が発足し、会員からのアン

地区においても
「戦略計画」の立案・実施を積極的に推
奨するようになりました。
しかし、推奨はされましたが、
「RIの戦略計画」
と受け取られ、多くの地区、大多数のク

ケート回答を基にクラブ戦略計画委員会は、
クラブの中
長期目標として以下の目標を提案し、理事会において
承認されました。

ラブでは取り上げられませんでした。
2660地区においては、地区ガバナー立野純三氏が
2015〜2016年度に地区内の各クラブに
「クラブ戦略
計画委員会」
を創設するようにという地区方針を打ち出
されました。
これを受け、2015年2月に当クラブ理事会
は
「クラブ戦略計画委員会」
の創設を承認致しました。
クラブ戦略計画の必要性は、
クラブが将来「何を目指し、

「大阪中之島ロータリークラブの戦略計画目標」
1. 地区内の中堅クラブを目指す。
2. 奉仕事業の目的を総ての会員が共有し、参加意
識を向上させる。

米山奨学生

米山奨学生

楊 宜 （ヨウ ギセン）

先週土曜日に地区大会に参加しました。
コンサートで美
しい音楽を聴いて、受験のため積んできたストレスを和
らげました。本会議でロータリーが世界各地での奉仕活
動、例えば、ポリオの撲滅、青少年の育成や災害地の復
興など様々な世界へのプレゼントのような奉仕活動を
理解しました。
また、大阪中之島クラブは年度一人当りの寄付金額が
地区の第一番目ということが知りました。皆様の奉仕精
神は心から敬服しております。
これから、わたしも自分なりに、何か社会に貢献できるこ
とを考えて、頑張りたいと思います。
皆様、
こんにちは。いつもお世話になっております。
あり
がとうございます。

ありがとうございます。

ベトナムVTT医療支援団 結団式

国際奉仕委員長

辻 一夫

去る12月12日
（土）、
ロータリー史上例をみないと言わ

科大学のメンバーが力を合わせていくことを誓い合い

れるVTTベトナム医療支援団の結団式が南地「湖月」
で

ました。

挙行されました。

来年1月には、約20人規模の支援団が渡越する事にな

これから5年間にわたる支援活動のスタートです。経験

ります 。
どうか、会員の皆様方それぞれの事情に合わせ

のない事業に向かって、地区ロータリー財団、大阪西南、

て、
このプロジェクトに参加してくださるようお願いして、

茨木、大阪中之島各ロータリークラブ、それに、関西医

ご報告とします。

ベトナムVTT医療支援団 結団式

会長挨拶

こんにちは。大阪中之島ロータリークラブ会長の嶽
下です。
本日は、大変お忙しいところ、ベトナムVTT医療支援
結団式にご出席頂きありがとうございます。
今回のベトナムVTTプロジェクトの、治療技術の発展
と教育を全面的にお世話になります、関西医科大学
の友田学長様、医療チームリーダーとして現地での
指導をしていただきます朝子先生、
そして濱田先生、
馬場先生、木村先生。皆様方には心から感謝申し上
げます。
また、大阪中之島ロータリークラブのベトナムでの
奉仕事業の恩人であります、形成外科医の平本先生
には十数年前からお世話を頂いています。厚く御礼
申し上げます。
本日は特に、来年1月から始まりますプロジェクトに
先駆けて、準備などのためにベトナムから大阪に来
ていただいていますダナン病院の耳鼻咽喉科部長
のドクターヒュンアン様にも出席頂いています。ヒュ
ンアン様ありがとうございます。
ベトナムでのグローバル補助金を使った事業をでき
るようにしていただきました地区ロータリー財団委
員会の宮里委員長様、地区国際奉仕委員会の財源
のほとんどを、今回のプロジェクトに拠出していただ
きました地区国際奉仕委員会の岩上委員長様、
そし
てこのプロジェクトに賛同していただき共同提唱し
ていただきました大阪西南ロータリークラブで地区
研修リーダーの大谷PDG様、同じく大阪西南ロータ
リークラブの成田様、吹田様そして茨木ロータリーク
ラブの吉田会長様と地区研修委員会の委員でもあり
ます簡様、心からお礼を申し上げます。
共同提唱者は、
日本のほかにタイのバンコククロン

会長

嶽下 勇治

グトシーBangkok Klongtocy RC、台湾の台北福齢
Taipei Fuling RC、台北パイリンTaipei Pailing RC、台
北フアポンTaipei Huapeng RCがありますが、遠方
のため本日の結団式には出席されていません。
ご了
解いただきたくお願い致します。
じつは私どもは、当初毎年実施している国際奉仕の
事業として、普段通りの計画を立て、普段通りの奉仕
活動を行うといった気持でありました。ただし、初め
てのVTTということで申請時での手続きに少しとまど
うかな？といった不安があったぐらいでした。
ところが、最近になって、徐々にとんでもなく凄いこと
をやっているんだ！ということに気づき始めました。
ロータリーのないベトナムで、
グローバル補助金を
使った国際奉仕事業は、世界で大阪中之島ロータ
リークラブが初めてできるということです。
このこと
は、
この一つのプロジェクトを契機に、今後、世界各
国からベトナムにおいていろんなプロジェクトが出
てくるものと思われ、非常に意義のあるプロジェクト
であると思います。
このベトナムの壁を打ち砕いた
のは財団委員長の宮里様であり心からお礼申し上
げます。RI会長も望んでいるベトナムにロータリーク
ラブの創立を、
といった夢も実現できる可能性かで
てくるものと思います。
そのような非常に大きな意義のある、大きな夢のあ
る、
このプロジェクトを是非とも成功させたいと思い
ます。そのためには、本日ご出席のみなさ方のご理
解と協力が必要でございます。
大阪中之島ロータリークラブ及び共同提唱者が一
丸となって取り組む所存であります。
どうか、皆様方
の温かく、力強いご理解、
ご協力を頂きますうお願い
申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
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ニコニコBOX

嶽下：まもなく歴史的VTTプロジェクトが始まります。
よろしくお願いします。
下岡：ニコニコ
村橋：ニコニコ
檜皮：沢山の地区大会ご出席有難うございました。素
晴らしい地区大会でした。
井戸本：ニコニコ
小林：慌しい日々を迎えましたね。毎年のことですが…
辻（一）
：VTTが正式に決定されました。いよいよ大変
ですね。
吉田：ニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：①VTT承認されました。
②矢野様、
ようこそお越しくださいました。
金森：クリスマス家族会の盛会を祈っています。
北村：バッジ忘れました。

本日のメニュー

村上：来週のクリスマス会、楽しみです。ニコニコ
木村（佳）
：ニコニコ
満村：ニコニコ
戸田：15日深夜に朝日放送に出ます。良かったら観て
下さい。
ちなみにお色気番組ではありません。
栗山：ニコニコ
坂本：ニコニコ
藤本：ニコニコ
大阪大淀RC

矢野 巌様

本日合計 : ￥43,000
計 : ￥1,204,000

累
ちらし寿司

吸い物

●出席報告
戸田会員、テレビ出演予定
平成28年1月6日 フジテレビ
（8チャンネル）のホン
マでっか!?TV正月特番（おそらく19時から）の日光
ロケのコーナーで戸田会員が膝･関節評論家として
出演します。
お時間が合えば、
観て下さい。

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

33名
6名
1名
31名
1名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

2名
0名
0名
1名

出席率
96.87%
11月19日の修正出席率 96.87%

●本日のビジター
大阪RC
大阪大淀RC

●メイクアップ
井戸本 泰次 11月28日
坂本 恵 11月28日
吉田 了 11月19日

成美学寮 もちつき事業
成美学寮 もちつき事業
ハワイカウアイRC

百嶋
矢野

計様
巌様

●本日のゲスト
米山奨学生

楊

宜

様

