
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

（ 2月18日）
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2016年2月25日

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1095回（本年度 第30回）例会

次回 ３/３ のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話
　村上 俊二 会員

♬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

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは
本日のお客様、坂本会員ご紹介の山下様、米山奨学生の楊様ようこ
そお越しいただきありがとうございます。どうぞごゆっくりお過ごしく
ださい。
本日の例会前に、次年度のためのノミニー理事会が開催されました。
本年度もやっと終わりに近づいている感じがしてまいりました。とは
いうもののまだまだ沢山の重要行事があります。これらの行事を最善
の形で努めてまいりたいと考えています。特に、ベトナムVTTプロジェ
クトにつきましては、本年度の事業自体は終わりましたが、今後5年間
にわたって検証のため毎年ベトナムに行く必要があります。そして、い
ままでにも何回も申し上げていますように、VTTプロジェクトの人道
支援だけではありません。ロータリーの目的としての非常に大きな役
割も含まれています。VTT委員会からもアナウンスがあろうかと思い



2014-15年度第1094回（第29回例会）
幹事報告 (2/18)

幹事  檜皮 悦子

■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した。
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
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。
■3月10日（木）永井会員の卓話でございます。
第2回ノミニー理事会が開催されます。
　時間：11：30～
　会場：蔵の間
例会後第10回4月度理事会が開催されます。
　時間：13：30～
　会場：サファイアルーム
■3月15日（火）夜例会・3クラブ合同懇親会が開催されます。
　17：00～　夜例会
　　会場：オパールルーム
　17：30～　3クラブ合同懇親会受付開始
　　会場：太閤園別館 ガーデンホール
■3月17日（木）例会日変更につき休会でございます。
お間違えの無いようにお願いいたします。
■地区よりご連絡がございます。
①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。
②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」
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。
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
④2016～17年度 地区チーム研修セミナー・会長エ
レクト研修セミナー・会長エレクト懇親会のご案内
　日時：2016年3月12日（土）
　受付：12：30～
　会場：大阪国際会議場
⑤2016-17年度 地区研修・協議会のご案内
　日時：2016年4月9日（土）
　　　  （登録開始 12：30／開会 13：00／
　　　  閉会予定 17：00）
　場所：大阪国際会議場
　　　  【登録受付】5階 メインホール
　　　  大阪市北区中之島5-3-51
　　　  TEL：06-4803-5555（代表）
出席義務部門：
次年度会長、次年度幹事・S.A.A、次年度クラブ奉
仕、次年度職業奉仕、次年度社会奉仕、次年度
青少年奉仕、次年度国際奉仕、次年度ロータ
リー財団、次年度米山奨学、次年度クラブ研修
リーダー　全10部門

⑥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
⑦地区職業奉仕委員会会議が開催されます。
　日時：2016年5月13日（金）
　登録：18：00～
　場所：薬業年金会館
⑧2016年ソウル国際大会（2016年5月28日～6月1日）
「国際ロータリー第2660地区 大阪Nightのご案内」
今年度立野ガバナーのお考えで地区内メンバーと
の交流を深めるために［国際ロータリー2660地区
大阪Night］が開催されます。
 日時：2016年5月28日（土）
 　　 16：30 受付
 　　 17：00～19：00　大阪Night
 場所：グランド ハイアット ソウル1F
 　　 リージェンシーボールルーム
 会費：5,000円
登録及び振込：4月28日（木）までにガバナー

事務所宛にFAXまたはメール
にてご連絡ください。
FAX：06-6264-2661
メール：gov@ri2660.gr.jp

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。
⑩2016年2月ロータリーレート　1米ドル＝120円

ますが、4月には解団式があります。
この席には、関西医科大学のドクターも参加されます。
そして、地区からもロータリー財団委員会、地区国際
奉仕委員会、そして大阪西南ロータリークラブ、茨木
ロータリークラブなど沢山の外部の方が参加されま
す。是非とも、皆さん方全員が参加され、このような機
運を高めていただきたいと思います。
最後にもう一つ、姉妹クラブへの訪問であります。姉
妹クラブであります台北福齢ロータリークラブとは、
毎年交代で訪問をしています。今回はこちらから訪問
する番であります。そして今回はグローバル補助金を
使った事業を展開しています。台湾で勉強したくても
勉強ができない環境にある子供達を、すこしでも勉
強してもらうような補助授業に取り組んでいます。こ
の地域の視察と日本の文化を少しでも感じてもらう
ような企画もしています。
今回の訪問は、今まで以上に内容のこい訪問となり
ます。ぜひともご家族ご一緒に参加して頂ければと考
えています。よろしくお願い致します。
以上で会長の時間を終わります。



「家訓」渡世十訓

村橋 義晃 会員

明治生まれの厳格な祖父母とは別棟でありましたが、三
世代同居の家庭に生まれ、大正生まれの剛健な父と厳
しくも優しい母に育てられ、事業家の家庭ではありました
が、あの当時にしても質素な生活であった様に思います。

物心がついた頃、毎月七日の夜がくると仏間に白装束
の信心家が集い、護摩行法が行われ、恒例行事の如く
普通の事の様に思っていました。

小学生になった頃、祖父から一ケ月の小遣いを貰う代
わりに毎朝、仏間での般若心経の読経のおり、高座に置
かれていた懐剣を好奇心本意でこっそりと抜いて見た
ものでした。

成人した頃、祖父にその懐剣がもつ意を訪ねたところ、
明治時代中頃、16歳で大阪を目指して本家を出る際、祖
父の母から「生き恥を晒すなら腹を切れ」と持たされたと
の謂れを聞き、明治維新を跨ぐ歴史を感じたものでした。

家業であった現職の会社に入社した2年後、祖父は他
界しましたが、会社では、家庭とは別人の如く、会話や視
線を合わせる事も殆ど無く、公私共に厳格な生き様で
あった様に思います。

その反面、毎年の自宅での新年会には、社員や親戚等
の多くの客人を交えて、三味線太鼓が鳴りわたる中で芸
妓衆と遊興する一面もありました。

その祖父の書である「渡世十訓」子供の頃から違和感
無く眺めてきましたが、年を重ねる度に受止め解する意

が変わってきた様に思えます。

近年、自席からこの書を眺めながらの思考をしつつ、「四
つのテスト」と相通じるものがある様に思い、祖父の回
顧録を改めて熟読、その一節を御紹介させて頂きます。

「回顧録・諸言・人生行路は雨水の如し」
水の流れは天理に従い高い方から低い方へ流れ、遂に
は大海への目的を果たすのである。又、人も下を見つめ
自己反省して止まらず、知恵を発揮して怠ってはならない。

しかしながら、仏教で説く十二因縁と言う厄介なことが
ある、これを如何に処するかが肝要であるが、これは考
え方次第で至極簡単である。

我々の営みにおいて、種々の問題が山積しているが、そ
の原因を突き止め、慈悲と奉仕の精神をもって善処す
ることは、解決するばかりでなく、延いては徳を積む事
になるのであります。これを知ると否とにより運命の別
れ道があることを認識することが肝要である。

「渡世十訓」 
・清く正しく健やかに ・上見て進め下見て暮らせ
・真剣の前に不能なし ・論じて負けても行ひて勝て
・長所と交われば悪友なし ・話上手より聞き上手
・己に克って人には譲れ ・急ぐな休むな怠るな
・向上の一路に終点なし ・仲よく働け笑って暮らせ

「四つのテスト」
1.真実かどうか 2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるか

本日のメニュー

寿司定食　 ちらし寿司　吸い物北村会員が地区職業奉仕委員会、栗山会員が地区米山奨学
委員会、檜皮会員が区国際奉仕委員会の委嘱状を受けました



開会の挨拶（村橋会長エレクト）
第一回ノミニー理事会です。理事・役員の皆様のご意
見を頂戴しクラブ運営の姿・形を作り上げたいと思い
ます。
次年度のRIのテーマは「人類に奉仕するロータリー」
です。そして、松本ガバナーエレクトの2660地区テー
マは、「ロータリーの根幹精神」であります。
また次年度はロータリー財団が100周年を迎えると
いう事で、これからさまざまな行事が企画されていく
と思います。
我々、大阪中之島ロータリークラブとしてもRIそして
地区のこれらのテーマ・方針・活動計画に基づいたク
ラブ運営を進めていきたいと考えています。
これから1年半、皆様方のお力添えを頂きますよう宜
しくお願い申し上げます。

審議事項
1. 2016-2017年度、年間行事計画について

次年度例会開催日は祝祭日を除いて3回の休会とし、
45回の開催とする。　⇒［ 承認 ］

8月18日（木）、11月17日（木）、1月19日（木）、5月18
日（木）は第3週の木曜日でありますが、理事会を開催
する。　⇒［ 承認 ］

日　時：2016年2月18日（木）11：30～
場　所：太閤園　サファイアルーム
出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・木村（佳）・高島・栗山・辻（義）・檜皮・辻（一）・杉村・永井（敬称略）
配布資料：
・ 2016-2017年度　年間行事計画（案）（配布資料-1） ・ 2016-2017年度　委員会構成（案）（配布資料-2）
・ 2016-2017年度　ロータリー役職一覧（配布資料-3） ・ ノミニー理事会開催予定（配布資料-4）

2016-2017 年度 第一回　ノミニー理事会議事録

委員会の年間行事計画について　　　

・各委員会報告は年2回実施とし、上半期は12月1日
（木）下半期は6月1日（木）の予定。　⇒［ 承認 ］

また、従来通り奉仕事業及び委員会を開催した委
員長また委員は、必ず例会時に報告し、計画書及
び報告書を理事会に提出して頂きますようお願い
致します。　⇒［ 承認 ］

・10月27日（木）の創立記念例会を夜例会と致しま
す。　⇒［ 承認 ］

・クリスマス家族会は12月17日（土）とし12月15日
（木）例会も12月17日（土）に変更する。
　⇒［ 承認 ］

2. 各委員会・小委員会構成について
各委員・小委員会構成は修正を施し改めてノミニー理
事会に上程する。　⇒［ 承認 ］

井戸本会長ノミニー閉会挨拶
第1回ノミニー理事会がスタートしました。議事につ
きましたは、さまざまなご意見を頂戴いたしました。
結論に至らなかった議案もありましが、「議論を尽くし
て結論を出す」という方針に沿うことが本日できまし
た。今後もお力添え宜しくお願いします。

日　時：2016年2月18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・北村・針谷・西田・辻（一）・辻（義）・檜皮・永井・杉村 　以上13名（敬称略）
配布資料：
・ 2015－2016年度年間行事計画　・ 3RC（大阪城北・大阪中之島・大阪鶴見）合同親睦会プログラム
・ 2016年度　大阪中之島ロータリークラブGG事業と台北福齢
・ ロータリークラブ周年行事参加ツアー日程表　・ 米山奨学生世話クラブのお願い

開会の挨拶（嶽下会長）
ノミニー理事会も本日より始まりました。次年度へ最
良のかたちで引き継ぎたいと思います。皆様宜しくお
願い致します。

審議事項
1. 松任会員の件 檜皮幹事

次年度も今年度同様に出席免除適用会員とする。
　⇒［ 承認 ］

2. VTT委員会解団式 辻（一）国際奉仕委員長
日時：2016年4月9日（土）18：30～
会場：淀川邸
会費：15,000円
　⇒［ 承認 ］

3. 太閤園3RC合同懇親会 西田親睦活動小委員長

ホストクラブ　大阪鶴見ロータリークラブ
日時：2016年3月15日（火）18：00～20：00
会場：太閤園　別館　ガーデンホール
※例会も3月17日（木）から3月15日（火）17：00～
　オパールルームに変更する。
　⇒［ 承認 ］

4. VTT事業記録作成 嶽下会長
写真を主体にしBGMも入れてDVDを作成する。予算に
ついては100,000円くらいで検討する。　⇒［ 承認 ］

5. 2016年度大阪中之島ロータリークラブGG事業と
台北福齢ロータリークラブ周年行事参加ツアー

 辻（一）国際奉仕委員長
日程：2016年4月22日～4月24日
現在参加者は16名　⇒［ 承認 ］

2015-2016 年度 第9回　3月度定例理事会議事録



【’16年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事
3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）
31日（木）

1096

1097

1098

1099
1100

31

32

33

34
35

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

卓話担当：村上会員

卓話担当：永井会員

卓話担当：西田 会員
卓話担当：岡本会員

第10回4月度理事会
第2回ノミ二ー理事会

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

4/9（土）　地区協議会
　大阪国際協議場
第3回ノミニー理事会
4/22(金)～24(日）　台北訪問

第2回会長杯ゴルフコンペ

【’16年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事
7日（木）

14日（木）

21日（木）
28日（木）

1101

1102

1103
1104

36

37

38
39

卓話担当：井戸本会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島 会員
卓話担当：戸田会員

第11回5月度理事会
第3回ノミ二ー理事会

【’16年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事
5日（木）
12日（木）
19日（木）
26日（木）

-
1105
1106
1107

-
40
41
42

祝日②

青少年奉仕月間卓話
卓話担当：辻（一）会員
卓話担当：辻（義）会員
卓話担当：梅原会員

新旧合同理事会
新旧合同クラブ協議会

6. 米山奨学生受け入れ 檜皮幹事
氏名　LU SHENG YUN さん
性別　女性
国籍　台湾
学校　大阪大学　奨学期間2年
　⇒［ 承認 ］

檜皮幹事より報告
台湾南部の震災につき2660地区からは各クラブに募
金を要請しない方針です。

閉会の挨拶（村橋会長エレクト）
本日もありがとうございました。次年度につきましても
皆様のご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

岡本会員が第2回米山功労者
（20万円以上）の表彰を受けました。

下岡会員が第３回米山功労者
（３０万円以上）の表彰を受けました。

栗山会員がＲ財団ポールハリスフェロー
（１，０００ドル以上）の表彰を受けました。

高島会員が第２回メジャードーナー
（２０，０００ドル以上）の表彰を受けました。

吉田会員がＲ財団マルチプル５ポール
ハリスフェロー（６，０００ドル以上）

の表彰を受けました。

檜皮会員がＲ財団ベネファクターの
表彰を受けました。

Congratulations!



ニコニコBOX18
2

嶽下：本日の卓話、村橋さんよろしくお願いします。

下岡：少し円高、いいですね。

村橋：やっとインフルエンザが治りました。皆さん気を
つけて下さい。

檜皮：第1回ノミニー理事会が開催されました。村橋
会長エレクトよろしくお願いします。

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）：山下さん、ようこそおいでくださいました。

吉田：ニコニコ

針谷：ニコニコ

高島：春が遠い！！

北村：暖かくなったり寒くなったり、風邪に気をつけま
しょう。

村上：梅が咲いて満開になってきました。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

岡本：とても良い天気です。ニコニコ

戸田：来週水曜日、2月24日ホンまでっかテレビに出
ます。時間があれば観て下さい。

栗山：ニコニコ

坂本：山下さん、今日は楽しんで下さい！

本日合計 : ￥43,000
 累　計 : ￥1,547,000

●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 1名
出席者 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 84.37 %
1月21日の修正出席率 93.75 %

●本日のゲスト
坂本会員ご紹介 山下 明則 様
米山奨学生 楊　 宜　 様

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。

先週は旧正月です。今日は台湾の旧正月の習慣を紹介
したいと思います。

台湾の大晦日の夜は年夜飯という料理を食べます。年
夜飯の料理は十品ぐらいです。家庭によって、作り方は
少し違います。しかし、食材はほぼ一緒です。

魚と鶏は代表的な料理です。というのは、魚の中国語の
発音が「イウ」で、中国語の「餘」と同じ発音であることか
らです。「残る」と「余る」の意味があるので、幸運と良い
ことが余るほど恵んでくる象徴です。。また、鶏の台湾語
の発音が「ゲエ」で、家と同じ発音ですから、家族はいつ
も仲良く幸せな生活を送るの象徴です。このように、い
ろいろな意味合いのある料理を食べて、新しい年が良
い年になるようにと、新たな気持ちで一年の幸せを祈る
のです。

年夜飯を作るのは大変時間がかかりますから、今簡単
な火鍋で済ませる家庭もあります。簡単な料理とはい
え、家族の人を集めて、一緒に新しい年を迎えることに
変わりはありません。

また、皆は新しい服を着ます。主には赤が代表的な色で
す。日本と違って、黒と白はお葬式の色と思われるので
新年の時は禁止されています。

子供にとって、新年は一番楽しい行事です。お年玉がも
らえますし、新年期間はには何の粗相や間違いをしても
叱られません。皆は子供の言動に優しく見ています。

わたしにとって、新年は久しぶりに会ってない親戚と会
うことが最も楽しいことです。

ありがとうございます。

米山奨学生 米山奨学生　楊 宜　（ヨウ ギセン）

●メイクアップ
井戸本 泰次   1 月17日 東大阪中央RC
檜皮 悦子   1 月21日 VTT事業
下岡 陽一郎   1 月21日 VTT事業
戸田 佳孝   1 月21日 VTT事業
山本 　肇   1 月21日 VTT事業
吉田 　了   1 月21日 VTT事業
村上 俊二   1 月21日 大阪西北RC
岡本 啓吾   1 月21日 新大阪RC


