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第1096回（本年度 第31回）例会

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは
以前にもお話をさせていただきましたが、今週の2月23日は、ロータ
リーの創始者・ポール・ハリスが、友人3人と最初に会合をもった日で
するこの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「世界理解と平和週間」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。
大阪中之島ロータリークラブはこのような精神を受け継いで、毎年、2
月には国際奉仕委員会によるフォーラムを実施しています。どうか、こ
のような機会にもう一度新たなきもちで「世界理解と平和」について

本日のプログラム

次回 ３/10 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　インバウンドと地価動向
　村上 俊二 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　「御堂筋を日本のランドマーク
　　　　に」   ～夢・情熱が街を変える～
　講師　NPO法人 御堂筋・長堀21世紀
　　　　の会　理事長　成松 孝 様
　永井 俊行 会員
■第2回　ノミニー理事会
　11：30～　蔵の間
■第10回4月度理事会
　13：40～　サファイアルーム



2014-15年度第1095回（第30回例会）
幹事報告 (2/25)

幹事  檜皮 悦子

考えて頂ければと思っています。
そして本日のフォーラムをやって頂きます、辻国際奉
仕委員長には、よろしくお願いします。
今日の、奉仕の一世紀は、国際奉仕の特別月間とは、
タイミング的には全く合わないようですが、当時の目
標には奉仕活動といったものは全くありませんでした。
ロータリーの目的については、この「奉仕の一世紀」
でも取り上げていましたように、当初は奉仕の概念は
まったくありませんでした。
ロータリーの目的は2つだけでした。一つ目は、本ク
ラブの会員の事業上の利益の増大、そして二つ目は、
通常社交クラブに付随する親睦及びその他の特に必
要と思われる事項の推進。
以上の二つだけでした。
ロータリーの創立は1905年でその翌年、1906年に
3つ目の目標が追加されました。
それが、「シカゴ最大の利益を推進し、シカゴ市民と
しての誇りと忠誠心を市民の間に広めること。」
これから、ロータリーの社会奉仕活動の概念が定着
してきたことが紹介されています。
以上で会長の時間を終わります。

■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。
例会前、11：00よりSAA委員会が開催されます。
例会後、13：40より新旧国際奉仕委員会・社会青少
年奉仕委員会委員長会議が開催されます。

■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。

■3月24日（木）西田会員の卓話でございます。

■3月31日（木）岡本会員の卓話でございます。

■地区よりご連絡がございます。

①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」

②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（各会員に清掃場所配
布済み）

③2016～17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

④「米山感謝祭」が開催されます。

　日時：平成28年3月12日（土）　
　　　 17：30受付　18：00～20：30
　場所：KKRホテル大阪 14階オリオンの間
　　　  〒540-0007 大阪府大阪市中央区
　　　  馬場町2-24
　電話：06-6941-6557
　http://www.kkr-osaka.com/

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3月ロータリーレート　1米ドル＝116円



国際奉仕委員会クラブフォーラム

辻 一夫 委員長

2月25日（木）国際奉仕委員会フォーラムが開かれまし
た。内容は、冒頭約30分、高島VTTリーダーによる今回
のベトナム医療支援について説明がありました。これが
第一ステージでパワーポイントを駆使した大変わかり
やすいお話で、更に理解が深まりました。第二ステージ
は、そのお話を受けて、この活動の意義について議論が
なされました。以下意見を列挙します。

①今回のプロジェクトが比較的スムースに行ったの
は、現スタッフの努力は勿論だが、平本先生をはじ
めとする先輩がたの、本当に地道で、長い活動に
あった事も見逃せない。

②意外と医療水準が高く、この活動で更に多くの患者
さんに、しかも早期に進んだ医療を提供できること。
ベトナム医療の実情によくマッチした活動だったと
言えまいか。

③小さなクラブでも、他のクラブが驚くような、大変な
プロジェクトができるのだと、アピールできた事も見
逃せない。そして、1人ではできない奉仕活動も、

ロータリークラブでなら、出来るんだと実感できたの
で、次のステップに繋げていける気持ちになれた事。

④ロータリークラブのないベトナムで、ロータリー活
動を展開して、その崇高な理念を示し得たこと。

⑤助成金の手続きが大変であったが、この活動の意
義に賛同いただいた多くの方々の協力と、助力で
乗り切れた。そして、そこに自然と人のネットワーク
ができていたこと。共に困難を乗り越えた仲間意識
が育っていたこと。

⑥寄贈したものが、地下に眠ってしまわないよう、継
続した支援がいるのではないか。メンテナンスも心
配です。

⑦奉仕活動の資金の活用スタイルとして、患者さんに
直接効果を期待するスタイルよりも、今回のように
支援したところから、更に効果の広がりが、期待で
きる支出の在り方のほうが良いのではないか。

本日のメニュー

・きのこのクリームスープ 角切り野菜
・牛フィレ肉のステーキ ハーブソース 温野菜添え
・菜の花とリーフ 生ハムのミモザサラダ、コーヒー、パン
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●メイクアップ
木村 佳弘   1 月17日 VTT事業
栗山 博道   1 月17日 VTT事業
辻　 一夫   1 月17日 VTT事業

ニコニコBOX25
2

嶽下：本日のクラブフォーラム、辻委員長よろしくお願
いします。

下岡：3月3日、10日例会及び理事会欠席いたします。
村橋：今日で年齢が1つ増えました。
井戸本：ニコニコ
小林：戸田先生、65歳過ぎたら本当にラジオ体操して

も意味あるんでしょうか。
辻（一）：村橋さん、お誕生日おめでとうございます。
吉田：ニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：胃カメラ、腹部エコー特に問題なし！！ニコニコ
金森：暖かい日になりますように！
村上：もうすぐ春ですね。ニコニコ
木村（佳）：春が近づいていますね。ニコニコ
西田：辻さん、クラブフォーラムガンバッテください
戸田：辻一夫さん、VTTの話を楽しみにしています。ニ

コニコ
栗山：ニコニコ
坂本：ニコニコ

本日合計 : ￥39,000
 累　計 : ￥1,586,000

●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 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 84.37 %
1月28日の修正出席率 90.62 %

Congratulations!3月のお祝い3月のお祝い

●誕生日
 栗山 博道 ［  7 日］
 福田 忠博 ［12日］
 藤本 淳司 ［20日］
 吉田 　了 ［29日］

●事業所設立記念
 梅原 一樹 株式会社スタジオ：リム［昭和43年］
 早瀬 道圓 株式会社ケーホウ［昭和46年］

米山奨学生終了式、歓送会
2016年2月27日17時より千里阪急ホテル樹林の間に
て国際ロータリー第2660地区2015年度米山奨学生終
了式、歓送会が開催されました。大阪中之島RCがお世
話させていただきました楊宜璇さんが、終了書を授与さ
れました。大阪中之島RCでの一年間の経験を活かし、
素晴らしい人生を歩んでいただきたいと思います。

楊宜璇さんのお礼の言葉

感謝這一年來中之島扶輪社的支援與幫助。謝謝大家。

会長、福田米山委員長がご挨拶されました。

 檜皮 悦子 檜皮商事有限会社［平成  3 年］

●結婚記念日
 井本 万尋 ［  2 日］
 藤本 淳司 ［  7 日］
 永井 俊行 ［14日］
 松任 保勇 ［15日］
 北村 　讓 ［31日］


