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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
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職業奉仕月間

本日のプログラム

月間テーマ（1月）

第1090回（本年度 第25回）例会

次回 1/２１ のお知らせ
♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　職業奉仕 クラブフォーラム
　～14：00　小林 俊明 委員長

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　法的サービスにおける自助、
　　　　共助、公助
　満村 和宏 会員
■第8回2月度理事会
　13：40～　オパールルーム

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

新年あけましておめでとうございます。

昨年はお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日の会長の時間の挨拶は、後ほど卓話の時間にてお話いたします
のでこれで終わらせていただきます。よろしくお願いします。



2014-15年度第1089回（第24回例会）
幹事報告 (1/7)

幹事  檜皮 悦子

■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、皆様のご活躍報告がございます。

■1月10日（日）ヴェトナム人道的国際奉仕・VTT奉仕事
業支援団、第一班が訪越いたします。医師団のサポー
トを宜しくお願いいたします。
　（1月10日（日）～1月27日（水）にかけ大阪中之島ロー
タリアンが6班に分かれダナンに滞在いたします）

■1月11日（月）ダナン病院にて開会式が開催されます。
会長・幹事がヴェトナム滞在中は、下岡直前会長・辻
義光副幹事に会長・幹事代理をお願いしますので宜
しくお願いいたします。

■1月14日（木）は満村会員の卓話になっております。
　例会後第8回2月度理事会がございます。理事役員の
皆さまご出席宜しくお願いいたします。（ご欠席の場
合は必ず代理の方の出席をお願いいたします。）

■1月21日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムでござ
います。小林職業奉仕委員長宜しくお願いいたします。

■1月28日（木）は夜例会でございます。例会後、上半期
新入会員歓迎会がございます。

■地区よりご連絡がございます。
2月6日（土）9：00～ 2015～2016年度 第2回クラブ

国際奉仕委員長会議が薬業年金会館で開催されます。
辻国際奉仕委員長ご出席宜しくお願いいたします。
同日2月6日（土）14：00～ 大阪YMCAにて第1回クラ
ブ戦略経過宇委員会が開催されます。会長・会長エレ
クトご出席宜しくお願いいたします。

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。

②2016-2017年度PETS：会長エレクト研修セミナー
は3月12日（土）、研修・協議会は4月9日（土）に大
阪国際会議場にて開催されます。

③2016～17年度国際ロータリー第2660地区の地
区大会は、大阪北RCがホストクラブを務め、2016
年12月9日（金）・10日（土）に開催されます。

④2016年1月のロータリーレートは1ドル＝120円です。

▲お誕生日のお祝い：左より辻 義光会員・嶽下 勇治会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より岡本 啓吾会員・嶽下 勇治会長



会長　嶽下 勇治

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は皆様方のご支援ご協力によりまして、楽しく明
るく活力のあるクラブ運営が出来ましたことに対しまし
て、心から御礼申し上げます。本年も引き続きましてよろ
しくお願い致します。

皆様もご存じのとおり、新年早々ベトナムVTTプロジェク
トが開始されます。参加していただく皆様方には、非常に
お忙しい時期ではありますが、よろしくお願い致します。

今回のプロジェクトは大きな意義の深いものがあると思
います。ロータリーのポリオ・プラスの事業でも、最初に
イタリアの子供達が自分たちのおやつ代をワクチン購
入のため寄付し、フィリピンの子供達にプレゼントとして
渡した、とあるように、我々が行おうとしているベトナム
での事業も、小さなところからではありますが、今後多く
のクラブがベトナムで支援活動を行うことが出来るよう
になり、非常に意義のある事業であると思っています。

大阪中之島ロータリークラブ全員で、情報を共有しなが
ら取り組んでいきたいと考えています。皆様方のご理解
ご協力をお願いいたします。

本年度は、VTTの外に戦略計画もございます。単年度と
いう発想を超えた将来に向けた取り組みをして行きた
いと思っています。よろしくお願い致します。

幹事　檜皮 悦子

「新年明けましておめでとうございます」会員の皆さまに
おかれましては、ご家族共々新しい年をお迎えの事とお
喜び申し上げます。

大阪中之島RC上半期の行事が無事終了しましたこと
は、皆様のご協力とご支援のお陰と改めて感謝申し上
げます。下半期も会員の皆様のご協力を仰ぎながら進

新年の挨拶

会長 嶽下 勇治、　幹事 檜皮 悦子

めていきたいと思っていますので宜しくお願いいたしま
す。本年度の活動は基本的には順調に進んでいますが、
下半期には大きな事業：ヴェトナム人道的国際奉仕・
VTT奉仕事業がございます。

1月10日（日）には、大阪中之島ロータリアン第一班の訪
越を間近にしております。この事業はヴェトナムにRCの
創立の糸口となり、平均年齢が28歳というヴェトナムの
若者たちに将来の方向性、夢を与える素晴らしい事業
になると思います。また下岡会長年度に訪問しましたダ
ナン市アバン区クァンチャウのクァンチャウ寺に訪問計
画があります。

毎週平均一人の子供がお寺の前に置かれるという現実
に、貧しさ故とはいうものの、柵の間から食べ物を口に
してもらっている幼児の姿と孫がダブり、言葉を失いま
した。この事業は中之島の単独事業になりますが、ご支
援、ご寄付を宜しくお願いいたします。

また4月22日、23日、24日にかけ台湾訪問があります。
22日はやはり下岡会長年度に重点分野において識字
問題でグローバル補助金（Global Grants）を頂き台湾
雲林地区の教育支援をさせていただきました。

何世代も極貧地帯で両親は出稼ぎの為、わが子を祖父
母・知り合いに預け義務教育も充分に受けていない子
供たちに家庭教師の派遣事業をさせていただきまし
た。その小学校、中学校の視察がございます。

そして、23日には姉妹クラブ台北福齢RC創立18周年の
式典に参加し中之島がお世話しております奨学生に奨
学金の授与式がございます。

奉仕事業とは実際、現地に訪れ、現状を目で確かめ、身
体でその場の雰囲気を感じとり、又できれば今後の奉
仕事業について考える事だと思います。例会場で国際
奉仕委員長、社会・青少年奉仕委員長のお話、お写真を
ご覧になりご理解を頂くのは奉仕事業ではないと思い

ます。ご参加、ご出席の程宜しくお願いいたします。

ラビンドランRI会長もご挨拶の中で「結局のところ、私た
ちの人生の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与
えたかによって判断されるものです」と云われました。国
際奉仕、社会・青少年奉仕事業等に参加・出席すること
がクラブへのプレゼントになるのではないでしょうか。

最後になりましたが、上期が無事に終了してほっとする時
期ですが、今一度気を引き締めて、残りの期間務めさせて
頂きたいと思います。会員の皆様には、上期にも増して、
さらなるご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

そして会員の方にとりまして新しい年がご健勝とご繁栄
をもたらしますようご祈念申し上げまして、幹事の挨拶
とさせていただきます。ありがとうございました。



地区委員会活動報告 村橋 義晃

今年度は、「地区戦略計画委員会」「地区研修委員会」
「地区災害支援委員会」の委員として活動しています。

これら三委員会は、他の地区委員会とは異なり、委員長
には、直前DG、又は、PDGが就任することが慣例になっ
ており、DG、DGE、DGNも構成メンバーとなっています。

又、これら三委員会の委員は、地区の公募にクラブから
推薦するのではなく、その年度のDGの指名にて委嘱さ
れた委員にて構成され、其々の任期は、3年間とされて
います。

地区研修委員会は、新入会員研修のサポートやPETS、
地区研修協議会の企画立案等をサポートする事を目的
とした委員会です。

地区災害支援委員会は、東日本大震災後にプロジェク
ト委員会として発足し、国内外の災害支援を目的として
います。

地区戦略計画委員会は、昨年の一月に発足した新たな
委員会であり、構成メンバーは、ロータリーに精通した
PDG、及び、毎年度のDG、DGE、DGN、代表幹事、そして、
高島委員長、幹事の私は、任期3年間とされています。

当委員会の目的は、クラブ戦略計画委員会の発足推進
から始まり、各クラブが将来の目標に向けて継続的な活
動を続けてゆく為のサポートをすることです。

将来の良い姿のロータリーを目指し、クラブ戦略計画委
員会と同様に単年度のリーダーが共有した方針に基づ
いて継続的に活動を続ける事を目的としています。

マイロータリーへの登録のお願い 梅原 一樹

地区広報委員会の取り組みとしてマイロータリーへの
登録の推進をお願いしています。

2014年10月時点で全世界の登録率が16.37%、日本国
内では8.8%となっています。今年度のガバナーの掲げ
る目標は各クラブ30%の登録率を目標にして地区全体
で20％前後の登録率とされています。11月の時点での
2660地区の登録率は10.8%、中之島RCの登録率は
33.3%と地区内で同率の3位となっています。

登録に際してシステム上整備されていない点もあり、若
干の注意が必要なため地区広報として登録のセミナー
も行っておりますが、私の方でフォローさせていただき
ますので、登録をしていただける方は私の方にお申し出
ください。

ロータリーコーディネーター補佐（ARC）
について 高島 凱夫

地区諮問委員会、地区戦略計画委員会、地区研修委員
会などに出させて戴いています。地区諮問委員会は、ガ
バナーの諮問機関であるが、決定機関ではない。懸案
事項はガバナーが決定することになる。

地区研修委員会、地区戦略計画委員会は、村橋さんに
お任せします。

本日、委嘱状が届いたロータリーコーディネーター補佐
（ARC）について簡単にお話をします。

ARCの仕事は、RC（ロータリーコーディネーター）を補佐
し、戦略計画の推進を図ります。大阪中之島にもさまざ
まな先駆的なことをお願いすることもあるかと思います
が、よろしくお願いいたします。

幹事　檜皮 悦子

「新年明けましておめでとうございます」会員の皆さまに
おかれましては、ご家族共々新しい年をお迎えの事とお
喜び申し上げます。

大阪中之島RC上半期の行事が無事終了しましたこと
は、皆様のご協力とご支援のお陰と改めて感謝申し上
げます。下半期も会員の皆様のご協力を仰ぎながら進

めていきたいと思っていますので宜しくお願いいたしま
す。本年度の活動は基本的には順調に進んでいますが、
下半期には大きな事業：ヴェトナム人道的国際奉仕・
VTT奉仕事業がございます。

1月10日（日）には、大阪中之島ロータリアン第一班の訪
越を間近にしております。この事業はヴェトナムにRCの
創立の糸口となり、平均年齢が28歳というヴェトナムの
若者たちに将来の方向性、夢を与える素晴らしい事業
になると思います。また下岡会長年度に訪問しましたダ
ナン市アバン区クァンチャウのクァンチャウ寺に訪問計
画があります。

毎週平均一人の子供がお寺の前に置かれるという現実
に、貧しさ故とはいうものの、柵の間から食べ物を口に
してもらっている幼児の姿と孫がダブり、言葉を失いま
した。この事業は中之島の単独事業になりますが、ご支
援、ご寄付を宜しくお願いいたします。

また4月22日、23日、24日にかけ台湾訪問があります。
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母・知り合いに預け義務教育も充分に受けていない子
供たちに家庭教師の派遣事業をさせていただきまし
た。その小学校、中学校の視察がございます。

そして、23日には姉妹クラブ台北福齢RC創立18周年の
式典に参加し中之島がお世話しております奨学生に奨
学金の授与式がございます。

奉仕事業とは実際、現地に訪れ、現状を目で確かめ、身
体でその場の雰囲気を感じとり、又できれば今後の奉
仕事業について考える事だと思います。例会場で国際
奉仕委員長、社会・青少年奉仕委員長のお話、お写真を
ご覧になりご理解を頂くのは奉仕事業ではないと思い

ます。ご参加、ご出席の程宜しくお願いいたします。

ラビンドランRI会長もご挨拶の中で「結局のところ、私た
ちの人生の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与
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最後になりましたが、上期が無事に終了してほっとする時
期ですが、今一度気を引き締めて、残りの期間務めさせて
頂きたいと思います。会員の皆様には、上期にも増して、
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そして会員の方にとりまして新しい年がご健勝とご繁栄
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本日のメニュー

先　附 利休鱠　白木くらげを添えて　くこの実
 蟹と小松菜のおひたし　糸がき　松の実

造　り 鯛　鮪　芽物一式

蓋　物 里芋旨煮　鶏オランダ煮　人参　青味　麩

焼　物 鰆柚庵椎茸はさみ焼　染めおろし
 酢取生姜　ライム

食　事 白御飯　香物

止　椀 赤出汁



人道的国際奉仕、VTT事業の速報です 詳細は後日お伝えいたします。

人道的国際奉仕、VTT事業の開会式

孤児寺に玩具、ミルクなどを寄付しました

手術中 ベトナムの新聞に掲載されました
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嶽下：新年明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。

下岡：新年明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。

村橋：新年を迎え今年もよろしくお願いします。

檜皮：新年明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。

井戸本：新年明けましておめでとうございます。今年
もよろしくお願いします。

小林：新年明けましておめでとうございます。会員皆
様のご健康をお祈りいたします。

辻（一）：新年明けましておめでとうございます。今年
もよろしくお願いします。

吉田：ニコニコ

早瀬：謹賀新年　ニコニコ

福田：今年は3人の仲間のご協力により良いことがあ
りました。今年も宜しく

山本：新年明けましておめでとうございます。嶽下会
長、檜皮幹事、役員の皆様あと半年頑張ってく
ださい。

針谷：ハッピーニューイヤー　ニコニコ

犬飼：新年明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。

高島：謹賀新年　今年もよろしくお願いします。

金森：戸田先生、テレビ拝見しました。

村上：新年明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。

永井：新年明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ、VTTうまくいきますように

木村（眞）：ニコニコ

西田：新年明けましておめでとうございます。ニコニコ

岡本：新年明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。

戸田：テレビ観ていただき有難うございます。

栗山：新年明けましておめでとうございます。ニコニコ

杉村：今年もよろしくお願いします。

坂本：新年明けましておめでとうございます。

藤本：今年もよろしくお願いします。

本日合計 : ￥81,000
累　計 : ￥1,345,000

●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 29名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 93.75%
12月3日の修正出席率 93.75%

●メイクアップ
山本 　肇 12月  5 日 地区大会
藤本 淳司 12月17日 SAA委員会会議
杉村 雅之 12月17日 SAA委員会会議

大阪帝塚山RCの親睦クリスマス会

昨年の12月21日に大阪帝塚山RCの親睦クリスマス会
にて、泉パストガバナーのバンドのメンバーとして杉村
会員（ギター）と梅原（ベース）で演奏してきました。

ロータリーコーディネーター補佐（ＡＲＣ）の
委嘱状を受ける高島会員


