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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！

（ 1月28日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 2月 ）

平和と紛争予防／紛争解決月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2016年2月4日
第1093回（本年度 第28回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 委員会報告
各委員会、小委員会委員長
■第3回クラブ協議会
13：40〜 サファイアルーム
※次週2月11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 2/18 のお知らせ
♬SONG 「ロータリー賛歌」
:
●卓話
村橋 義晃 会員
■第1回ノミニー理事会
11：30〜 サファイアルーム
■第9回3月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

今月10日から始まりました、
ベトナムVTT医療支援プロジェクトは、本
日最終組が戻られました。
18日間にわたり、皆様方には大変なご苦労をおかけしました。
プロ
ジェクト開始早々には日本のドクターが食中毒にあたりました。私自
身も気管支炎から咳ぜんそくまで行きました。肺炎の一歩手前とのこ
とでした。治るのに10日以上かかりました。
また、足を骨折した方、
そ
してひどい風邪を引いた方など、みなさんの大変ご迷惑をおかけい
たしました。
しかし、
その分プロジェクトの第一段階での事業は成功し
たと思っています。最初は関西医科大学の先生による手術をベトナム

くお願いいたします。例会後第3回クラブ協議会が開
催されます。理事役員の皆さまご出席宜しくお願いい
たします。
■2月11日
（木）
は祭日の為例会休会でございます。
■2月18日
（木）村橋会員の卓話でございます。
11：30より第1回ノミニー理事会が開催されます。
例会後第9回3月度理事会が開催されます。
■2月25日（木）国際奉仕委員会クラブフォーラムでご
ざいます。
辻一夫国際奉仕委員長宜しくお願いいたします。
同日、IM 第6組第4回会長・幹事「睦輪会」が開催さ

のドクターが一人前に手術できるのかが第一目標で
とりあえずは目標通り、計画どおり順調よく進んでい
ると聞いています。
今年から、5年をかけてこの事業が順調よく進んでい
るのか、経過観察で毎年確認に行きます。
今までのように、1年での成果ではなく5年間もかかり
ます。我々ロータリアンは単年度成果を求めてきまし
たが、
この事業をきっかけにすべての事業に、単年度
から複数年度を見据えた事業計画が必要ではない
かと考えます。

れ会長・幹事が出席いたします。
日時：2016年2月25日
（木）18：30〜
場所：新大阪ワシントンホテルプラザ「桜の間」
■3月3日
（木）
は村上会員の卓話でございます。
■地区よりご連絡がございます。
①2月6日
（土）9：00より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。
日時：2016年2月6日
（土）

本日は上半期新入会員の歓迎会であります。金森さ
んと坂本さんです。本当にようこそ大阪中之島ロータ
リークラブに入会して頂き有難うございます。

登録開始：9：00am〜

金森さんには、新入会員というよりも私どもの先輩と
いう立場で、
私自身にもよく指導して頂いています。
あ
りがとうございます。
坂本さんには、
人道的奉仕活動に
大変協力して頂いています。
これからも少しでも多く、
ロータリーの心を吸収して頂ければと思っています。

長・会長エレクトご出席宜しくお願いいたします。

最期になりましたが、下半期におきましても新しい仲
間が増えることを期待します。
すでに大阪中之島ロー
タリークラブの環境は十分できていると思います。胸
を張って自信を持って我々大阪中之島ロータリーク
ラブの会員増強をお願い致します。
以上で会長の時間を終わります。

幹事報告 (1/２8)

2014-15年度第1092回（第27回例会）

会場：大阪薬業会館
第1回クラブ戦略計画委員会が開催されます。会
日時：2016年2月6日
（土）14：00〜16：50
登録開始：13：30〜
会場：大阪YMCA会館 2Fホール
tel：
（06）6441-089
②国際ロータリー第2660地区2015〜2016年度第
2回地区献血にご協力宜しくお願いいたします。
献血場所：樟葉駅
時間：12：00〜15：00
当日献血活動に終了後懇談会も用意されているそ
うです。
③地区財団ロータリー補助金管理セミナーが開催さ
れます。

幹事 檜皮 悦子

■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：金森会員・坂本会員の歓迎会がございま
す。親睦活動小委員会西田委員長宜しくお願いいた
します。

日時：2016年2月20日
（土）
登録：13：30〜
場所：大阪YMCA会館2Fホール
tel：
（06）6441-0893
会長エレクト・会長のノミニー・2016〜17年度：

場所：オーキッドテラス

ロータリー財団委員長・幹事・社会奉仕委員長・国

例会：18：00〜

際奉仕委員長ご出席宜しくお願いたします。

上半期新入会員歓迎会：18：30〜
■2月4日
（木）委員会報告でございます。各委員長宜し

④米山奨学生終了者終了式が開催されます
日時：2016年2月27日
（土）

登録：16：30〜17：00（地区委員は15：30集合）
歓送会時間：17：00〜19：30

詳細は追って連絡されるそうです。
⑥2016-2017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

会場：千里阪急ホテル「樹林」
⑤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

阪国際会議場にて開催されます。
⑦2016〜17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。

設定がされます

上半期新入会員歓迎会

ロータリー財団奨学生 西山 彩さんからのメールです
寒中お見舞い申し上げます。
新年の挨拶が大変遅れてしまったことをお詫び申し上げます。皆様がお変わりなくお元気でいらっしゃることを
願っております。
昨年は様々な面でご迷惑をおかけいたしました。
おかげさまで、
トロント大学での学びがすべて修了し、現在、最
終の成績を待っているところです。正式に成績が発表されれば、6月の卒業式に出席できることになります。
さて、新年が明けてから、現在アルバイトをしている語学学校より声をかけていただき、正社員として英語講師及
び学校運営のアシスタントを2月から任されることになりました。DEVELOP Language Instituteという、
トロント在
住の日本人を対象にした学校です。
まずはここで、特に学校運営のノウハウを学ばせていただき、将来の夢にむ
かって進んでいこうと考えています。
トロント大学で学んだことも十分に活かせる場所だと信じています。
大阪中之島ロータリークラブ、
そして2660地区のロータリークラブに支援していただき、
ここまで無事に留学生活
を続けることができました。心から感謝申し上げます。基礎教育・識字教育を大事にする学校・団体設立にむけて、
まずは小さな一歩ですが、
カナダでまずは経験を積んでいきたいと思っています。
日本に一時帰国／本帰国した際に、ぜひまた留学生活の報告をさせていただきたいと思います。
またその時にロータリーにつながる皆様とお会いできるのを心より楽しみにしております。
西山彩

職業奉仕委員会クラブフォーラム（1/21 卓話）
小林 俊明 委員長
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ニコニコBOX

嶽下：新入会員、おめでとうございます。
下岡：新入会員、おめでとうございます。
檜皮：金森会員、
坂本会員ご入会おめでとうございます。
井戸本：VTT成功を祝しニコニコ
小林：新入会員、おめでとうございます。
といいたいと
ころですがさて・・・
吉田：ニコニコ
早瀬：早く終わって帰ろうよ
山本：今回のベトナム支援有意義でした。特に木村先

企業論理について

小林 俊明

今回は、職業奉仕委員会フォーラムとして各会員の
所属する会社や職場において、代々企業もしくは家業
に伝わる倫理規範の有無・内容について討論して頂

生には色々教えていただき感謝
新入会員歓迎会、おめでとうございます。
針谷：久しぶりの夜例会、金森さん、坂本さん入会有
難うございます。
高島：金森様、坂本様大阪中之島に入って良かったで

きました。
3班に分かれ、私共の班（テーブル）
で話し合われた

しょ！
！

事項を箇条書きで表記します。

金森：本日の例会有難うございます。

家訓もしくは代々の言い伝えなど

北村：ダナンから無事VTT事業終了して帰ってきまし

①知ったような（もしくは分かったような）ふりをす

た。金森さん、坂本さん歓迎いたします。
村上：ニコニコ

るな。
②企業の公的助成金の不法取得がインターネット
上でも広がっているが、
これは我が社では絶対
にしない。

永井：金森さん、坂本さん歓迎いたします。
これからも
頑張ってください。
辻（義）
：ニコニコ

③信用を得るためには何をするかであるが、自分
が他人を信用しないと他人は絶対に自分を信用
してくれない。
これが仕事上守っている心構えで
ある。
④商品等のデメリットを告げる。契約が破棄される

岡本：もう暖かい！
！ニコニコ
戸田：高島先生、ベトナムでは貴重な体験をさせて頂
き有難うございます。
坂本：今日は有難うございます。

本日合計 : ￥55,000

こともあるがキチンと伝える。一時の利益より信
用の方が大切である。

累

計 : ￥1,444,000

⑤信用を得る社会の基本理念を作成している。そ
れは、経営理念と行動指針を明確にし従業員の
協力を求めている。

2月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
永井 俊行 ［ 5 日］
安達 昌弘 ［17日］
岡本 啓吾 ［22日］
村橋 義晃 ［25日］

●結婚記念日
岡本 啓吾 ［ 7 日］
西田 末彦 ［11日］
辻 義光 ［15日］
杉村 雅之 ［16日］
井戸本 泰次 ［18日］

●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
1月7日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
81.25 %
96.87 %

●メイクアップ
安達 昌弘 12月17日
北村 讓 12月17日

SAA委員会会議
SAA委員会会議

0名
0名
0名
0名

