
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
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平和と紛争予防／紛争解決月間

本日のプログラム

月間テーマ（2月）

第1094回（本年度 第29回）例会

次回 2/25 のお知らせ
♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
●卓話　国際奉仕委員会
　　　　クラブフォーラム
　辻 一夫 委員長

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　家訓
　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

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

本日は、月初であります。2月のロータリーの特別月間は、昨年度まで
は「世界理解月間」としていましたが、本年度からは「平和と紛争予防
／紛争解決月間」と変更されました。
2014年10月RI理事会は、重点分野である「平和と紛争予防／紛争
解決月間」である2月を紛争予防と仲裁に関する、若者を対象とした
研修の実施、紛争地域における平和構築の支援、平和と紛争予防／
紛争解決に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のため
の奨学金支援を強調する月間とされました。
ロータリー特別週刊
2月23～3月1日（世界理解と平和週刊）
1905年2月23日は、ロータリーの創設者・ポールハリスが、友人3人と



2014-15年度第1093回（第28回例会）
幹事報告 (2/4)

幹事  檜皮 悦子

■2月4日（木）委員会報告でございます。各委員長宜し
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。
第1回ノミニー理事会が開催されます
　時間：11：30～
　会場：サファイアルーム

第9回3月度理事会が開催されます。
　時間：13：40～
　会場：サファイアルーム

■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
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）2015～2016年度 第2回クラブ国際
奉仕委員長会議が開催されます。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）
　登録開始：9：00～
　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
長・会長エレクトご出席宜しくお願いいたします。
　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）6441-0893

②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。
　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：
ロータリー財団委員長・幹事・社会奉仕委員長・国
際奉仕委員長ご出席宜しくお願いたします。

③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
　会場：千里阪急ホテル「樹林」

④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。

⑤2016～2017年度「地区チーム研修セミナー」が開
催されます。2016～2017年度は地区委員対象の

「地区研修セミナー」会長エレクト対象「会長エレク
ト研修セミナー：PETS」及び「会長エレクト懇親会」
を同日、お時間を分けて開催されます。次年度委員
会出向者の皆さまは必ずご出席ください。
　日時：2016年3月12日（土）
　登録：12：30～
　会議：13：00～14：45
　会場：大阪国際会議場

⑥2016～2017年度地区研修・協議会
　日時：2016年4月9日（土）
　登録：12：30～
　会議：13：00～17：30
　会場：大阪国際会議場

⑦第2回クラブ社会奉仕委員長会議が開催されます。
　日時：2016年4月16日（土）
　登録：13：00～
　会議：13：30～16：00
　会場：薬業年金会館601号室

安達委員長・辻義光次年度委員長宜しく願いいた
します。

⑧2016年2月ロータリーレートは1米ドル＝120円です。

⑨2016～17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。

最初に会合をもった日です。この2月23日を祝う創立
記念日は、「世界理解と平和の日」として遵守されます。
この日、各クラブは、国際理解、友情、平和へのロータ
リーの献身を特に認め、強調しなければなりません。
理事会は、この2月23日に始まる1週間を「世界理解
と平和週刊」と呼びロータリーの奉仕活動を強調す
ることを決議しています。
本日例会終了後、クラブ協議会が開催されます。今回
は特に、今までは各委員会が実施した若しくは、計画
しているものを報告するにとどまっていましたが、今
回は皆さんで協議する場と考えています。
委員長や新入会員だけでなく、できる限り全員が参
加していただきたいと思っています。よろしくお願い
します。
以上で会長の時間を終わります。

戸田会員、テレビ出演予定
2月24日（水）午後9時から8チャンネルのさんまのホ
ンマでっか!?TVの「アナタはどっち派？」のコーナー
に戸田会員がひざ関節評論家として出演します。

お時間が合えば、ご覧ください。



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強委員会、例会運営小委員会、親睦活動委員会、
会員研修委員会、職員奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計

クラブ奉仕委員会　井戸本委員長

上期においては、会員増強・維持小委員会、例会運営小
委員会、親睦活動小委員会及び会員研修小委員会の委
員長並びに役員の活発な活動により活性化したクラブ
奉仕を行えたと思慮いたします。下期においても引続き
活性化を図って参ります。

会員増強委員会　辻 義光委員長

昨年11月にクラブ細則の会員選考手順を明確化しました。

上半期金森会員、坂本会員2名の新しい仲間が入会され
ましたが、下半期についてはまったく会員候補者の名前
を聞くことがありません。

今期5名の増員、退会者0を目標としていますが、このま
までいくと下半期会員増強はゼロになりかねません。何
としても4月までに会員候補者を見つけ入会の道筋を付
ける努力が必要です。会員の皆様から候補者に相応し
い方の紹介を願っております。

一方退会者0の目標は会員の皆様の協力とサポートに
より現在実現しています。クラブの奉仕活動、運営資金面
について円滑に行うには37名以上の会員が必要です。

会員の皆様、ご理解いただき会員増強にご協力のほど
お願いいたします。

親睦活動委員会　西田委員長

今年度の親睦委員の方は大変優秀な人が多く、30分前
には受付に沢山おられ、受付も賑やかで大変良い雰囲
気となっております。また例会の雰囲気も会員が増えた
事もあり、今までよりも良くなっている様な気がします。
下半期もこの調子で行きたいと思っております。

イベントとの方は去年の12月にクリスマス家族会を開催
致しましたところ、会員、家族合わせて60名ほどの参加
を頂き、お陰を持ちまして華やかでなお且つ楽しいクリ
スマス家族会が開催出来たと思っております。

下半期は4月3日（日）に春の家族会を開催する予定です。
今回は天満橋の前の大川で屋形船を借り切って、美味し
い食事をしお酒を飲んで船の中から花見を楽しもうと言
う企画です。おそらくその頃は桜が満開だと思われます
ので沢山の参加をお願いします。

例会運営小委員会　村橋委員長

2015年12月末現在において、大阪中之島ロータリーク
ラブの例会出席率は、94.79％（メイクアップを含む）

会員研修委員会　針谷委員長

ホームクラブ出席率は、88.53％であり、IM6組の中では、
一番の出席率になっています。例会出席は勿論ですが、
出席して楽しかった、来て良かったと感じられる例会運
営が大切であります。明るい気分で歌えるソングに始ま
り、会員の誰もが気分良く出席し親睦を深め、ビジターや
ゲストを気持良く迎えるマナーの向上も大切でしょう。

又、ロータリーの知識を深められる内容と満足感を得ら
れる例会運営を目指してまいりたいと思います。

地区研修委員会では、新入会員が一人前のロータリアン
として活動できるよう又クラブに早くなじむよう支援する
ため入会後1年間で4回新入会員研修を行ない、ロータ
リー精神、ロータリーに関わる様々な知識、情報を理解し
てもらうことを推奨しています。

当小委員会では、入会後1年未満の新入会員4名に対し
て、第1回目を平成27年11月5日に5大奉仕について、第
2回目を平成28年1月7日にロータリーの組織論につい
てそれぞれ研修会を開催しました。第3回目は3月3日に
開催する予定です。

また、情報集会の開催も現在、研修小委員会で考慮中で、
2月若しくは3月中に開催したいと思います。



SAA委員会　北村委員長

第5回委員会を3月3日例会前11時より例会場で開催し
ます。委員の皆様は、万障繰り合わせの上ご出席お願い
します。

・第1回目の委員会を6月11日（木）11時より例会前に
開催。会長、幹事、全委員出席。

①司会当番　②ニコニコ当番　③例会進行手順
④第1例会を除いてラジオ体操すること　⑤12時集合

①・⑤について決定し、①～③については、印刷したも
のを委員に手渡した。

・第2回目は、委員会と懇親会を7月27日（月）18時から
北堀江「和顔（わげん）」にて開催。会長、幹事、全委員
出席（但し、栗山委員は診療日の為欠席）

職員奉仕委員会報告　小林委員長
1. 1月に職員奉仕クラブフォーラムを行ないました。

3班に分かれ各テーブルで意見交換し、満村委員、木
村委員及び小林の3名が各テーブルをまとめを発表
致しました。
内容についてはクラブ週報に掲載しましたので、目を
通して下さい。

2. もう一つの行事予定は会員の職場訪問があります。
委員会で協議し決定したいと思います。予定では出前
授業も考えていましたが、その効果等に疑問が残るよ
うですので、今年は実行しないことと致します。

国際奉仕委員会　辻 一夫員長

国際奉仕委員会からご報告します。

ベトナムに関してですがVTT活動に積極的に参加しまし
た。クワン・チャウ寺を訪問し、ポケットマネーベースです
が、玩具や粉ミルクをお届けしました。もうそろそろクラ
ブ支援の在り方を決めてもよいのではないかとの印象
を持ちました。

会員研修委員会　針谷委員長

社会奉仕委員会　安達委員長

社会奉仕委員会の年間重要行事は、殆ど上半期に集中
しておりますので、そのおさらいです。

①2015.9.12　三世代合同社会奉仕事業として大手前
整肢学園の子供達を須磨水族館へ連れて行く。
学生ボランティアの力に依存するところが大きい。

②2015.10.2～3　東北大震災支援事業の為、台北福齢

地区研修委員会では、新入会員が一人前のロータリアン
として活動できるよう又クラブに早くなじむよう支援する
ため入会後1年間で4回新入会員研修を行ない、ロータ
リー精神、ロータリーに関わる様々な知識、情報を理解し
てもらうことを推奨しています。

当小委員会では、入会後1年未満の新入会員4名に対し
て、第1回目を平成27年11月5日に5大奉仕について、第
2回目を平成28年1月7日にロータリーの組織論につい
てそれぞれ研修会を開催しました。第3回目は3月3日に
開催する予定です。

また、情報集会の開催も現在、研修小委員会で考慮中で、
2月若しくは3月中に開催したいと思います。

RCと岩手県岩泉町を訪問。

③2015.10.8　委員会担当卓話として、東北訪問の報告
をする。
成美学寮の餅つき大会実施の為、協力頂く天満橋
RACの会長が挨拶を兼ねて出席される。

④2015.10.23　9月に実施した合同奉仕の発表を兼ね
ての三世代合同例会を開催。

⑤2015.11.28　成美学寮餅つき大会開催。天満橋RAC
から6名参加。後、食事会に招待する。



会計　永井会計

1．クラブ運営資金に関してご説明致します。

運営原資となる会費収入は上期分が完納されていま
す。支出については管理経費年間予算額3,815,000
円に対し2015年12月末現在2,596,427円の支出と
なり通年で赤字が予想されます。

2．奉仕活動資金に関してご説明致します。

ニコニコ収入は年間予算1,620,000円に対し半期で
1,245,000円と順調に推移しています。全て会員皆様
のご協力による寄付のたまものだと思っております。し
たがいまして社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕の支出を
賄えております。

下期に向けて、クラブ運営資金の黒字化を図る為、更な
る会員増強の強化を図り、本年度の新入会員目標を達
成する為にも、会員の皆様のお力添えをお願いいしたい
と思います。

計画通り進んでいることの確認と次月以降も計画に基
づき協力する事を討議し、その後、懇親会を楽しんだ。
第3回目委員会は、10月8日11時～11時45分　例会
前に開催。

1）①9月3日例会において、吉田会員の財団委員会報
告時、時間が足りなく全ての報告が出来ませんで
した。幹事とSAAの間の連携不足の為ご迷惑をお
掛けしました。今後このような事の無い様に連絡
を密にすることを確認しました。

②上記①のようなミスをなくす為、各委員会が例会
で報告の有る場合は、当日担当のSAAに必ず直
接申し出てもらうよう各担当にお願いする旨確認
し、その後の例会で委員会報告をした。

2）第1例会に於いて、誕生日、結婚記念日、会社創立
記念日の会員のお祝いを発表する担当の親睦、職
業奉仕委員会の各担当に発表の準備を前もってす
ることの確認をした。

3）第4回委員会及び懇親忘年会を12月17日（木）18
時30分より神戸市東灘区JR六甲道駅近くの「アム
アムホウ」（中華料理店）にて開催決定した。

・第4回委員会は、下記記載の様に開催し、その後、新入
会員歓迎会・米山奨学生、事務局員、ピアニスト慰労を
兼ね忘年懇親会を開催しました。

　場所：中華料理店　アムアムホウ（JR六甲道駅近く）

　日時：平成27年12月17日木曜日　18時～21時

　委員会：18時～18時40分

　懇親忘年会：18時40分～21時

　出席者：14名（会長、幹事、副幹事、新入会員、米山
　　　　  奨学生、事務局員、ピアニスト含む）

出席者全員から前半期で感じたこと、反省すべき点、
良かった点などを述べてもらい後半期の参考にする
事としました。

第3回　クラブ協議会（2015～2016年度）
日　時：2016年2月4日（木）　13：40～
場　所：太閤園2F　サファイアルーム
出席者：理事役員、各委員長等
　　　　嶽下・下岡・村橋・井戸本・小林・安達・辻　一夫・北村・辻　義光・西田・針谷・永井・檜皮・杉村（敬称略）
オブザーバー：金森・坂本（敬称略）

開会の挨拶　嶽下会長
本日のクラブ協議会は従来の各委員会報告という形で
はなく、奉仕事業やクラブ戦略計画という事について協
議をして頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

【協議事項】

1.ベトナム孤児院への奉仕事業について
今後継続するか否か次年度に及んで審議する。

2.国際奉仕・社会・青少年奉仕事業について

地区補助金の申請の期日が早すぎて実際のニーズと合
わない。

今後、東北への奉仕事業をいかなる形で施すか青少年
にボランティア活動の場を提供するのも奉仕活動では
ないか地域の奉仕も考慮に入れる必要がある。

3.会員増強について

会員数50名以上の中堅クラブを目指すという方針が
あるが、クラブ運営費の観点からも望ましい。

閉会の挨拶　村橋会長エレクト

本来の協議会のあり方で進行いたしました。

ありがとうございました。

委員会終了後、出席者14名で会長の乾杯の後、美味し
い中華料理に舌鼓を打ち、ビール、紹興酒、ワインを楽
しみ、クリスマス会、次年度ベトナムで行われるVTTの
ことなど大いに盛り上がり有意義な忘年懇親会を開く
ことが出来ました。



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
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嶽下：本日は月初です。もうすぐ春です。ニコニコ
下岡：ニコニコ
村橋：檜皮さん、坂本さんバレンタインチョコ有難う

ございます。
檜皮：義理の姉が内視鏡手術により手術を終え、金曜

日に退院いたします。患者に負担を掛けない内
視鏡の素晴らしさを痛感いたしました。高島会
員ご心配をおかけしました。

井戸本：ニコニコ
小林：風邪などひかぬよう気をつけましょう。
辻（一）：ベトナムから帰って初の例会。元気でなくや

や弱って帰ってきました。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
福田：月初でニコニコ
山本：嶽下会長、井戸本さん早く風邪をなおしてください。
針谷：ニコニコ
高島：立春ニコニコ
金森：バレンタインのお気遣い有難うございます。
北村：清原は情けないですね。
村上：ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
木村（眞）：ニコニコ
戸田：2月9日の産経新聞夕刊に、ストレートネックの

記事が出ます。機会があれば見てください。
栗山：皆様、VTTお疲れ様でした。
杉村：今日もよろしくお願いします。
坂本：ニコニコ
井本：ニコニコ

本日合計 : ￥60,000
 累　計 : ￥1,504,000

●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 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 81.25 %
1月14日の修正出席率 90.62 %

●メイクアップ
井戸本 泰次   1 月17日 VTT事業
坂本 　恵   1 月17日 VTT事業
嶽下 勇治   1 月17日 VTT事業
高島 凱夫   1 月17日 VTT事業
辻 　一夫   1 月17日 VTT事業

本日のメニュー
小鉢二種 子持ち公魚の南蛮漬け　しらすと小松菜
造　り 細魚　鮪　貝
蓋　物 若竹煮　鱈子旨煮　青味　麩
焼　物 鰆柚庵焼き　染め卸し　酢取生姜
 豚の角煮　和辛子　ライム
御食事 白御飯　香の物
止　椀 赤出汁

野球同好会 監督　安達 昌弘

去る10日（水）の18時30分より、天神橋筋6丁目の中華
料理「大陸風」におきまして野球部の新年会を開催致し
ました。

実は、木村佳弘会員の全快祝いも兼ねていたのですが
本人が欠席されましたのは大変残念なことでありました。

会長、幹事以下11名で、美味しい料理に岡本会員の差
し入れの日本酒、焼酎に酔いしれながら約2時間半を雑
談で楽しく過ごせました。

尚、本年の甲子園出場を7月2日か3日に希望することで
全員一致、秋のガバナー杯も優勝しよう！との結束でこ
の新年会の幕を閉じました。

出席された皆様方、ありがとうございました。

▲お誕生日のお祝い：左より村橋 義晃会員・永井 俊行会員・
　安達 昌弘会員・嶽下 勇治会長

▲結婚記念日のお祝い：左より西田 末彦会員・辻 義光会員・
　井戸本 泰次会員・杉村 雅之会員・嶽下 勇治会長


