
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

（ 3月10日）
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2016年3月15日

水と衛生月間

本日のプログラム

月間テーマ（3月）

第1098回（本年度 第33回）例会

次回 ３/24 のお知らせ
♬SONG : 「早春賦」
●卓話　大正琴
　講師　伊藤 文敏 様 ご夫妻
　西田 末彦 会員

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日のお客様、永井会員の代理卓話でお越し頂いています、NPO法
人 御堂筋・長堀21世紀の会の成松理事長様、そして先週に引き続き
お越し頂きました坂本会員ご紹介の米倉様、ようこそお越しいただき
ましてありがとうございます。ごゆっくりお過ごしください。

ただ今、世間では確定申告の真っ最中であります。「うーん」とうなっ
ている方や、頭をかきむしって悩んでいる方が沢山いると思われます。
幸い、我が大阪中之島ロータリークラブには優秀な税理士が4人もい
ます。まだまだ間に合います。お悩みの方は是非とも当クラブの税理

♬SONG : 「4つのテスト」
■例会　17：00～　オパールルーム
■懇親会受付開始
　　　　17：30～ ガーデンホール
■開宴　18：00～
※次回、3月17日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



2014-15年度第1097回（第32回例会）
幹事報告 (3/10)

幹事  檜皮 悦子

■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：13：40～

　会場：サファイアルーム

■3月15日（火）夜例会・3クラブ：大阪鶴見RC、大阪城北

RC、大阪中之島RC合同懇親会が開催されます。ホストク

ラブは大阪鶴見RCです。

　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。

同日、奨学生・楊宣旋さんの歓送会です。

場所：キートス

　　  大阪市中央区徳井町1-1-7

　　  リッツジャパン本社1F

時間：18：30～

会費：7,000円

■3月31日（木）岡本会員の卓話でございます。

■4月7日（木）下岡会員の卓話でございます。

■地区よりご連絡がございます。

①2016～17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

②「米山感謝祭」が開催されます。

　日時：2016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

　　　  TEL：06-6941-6557

　　　  http://www.kkr-osaka.com/

③2016-17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

士にお声かけをお願い致します。スキッとするかどう
かは分かりませんが、悩みの半分は解消されると思
います。税理士からみれば、これも職業奉仕になると
考えています。

本日の「奉仕の一世紀」は、希望の財団②をご紹介い
たします。ご存じのとおり、ロータリー財団の前身であ
ります「ロータリー基金」は、1917年のRIカンザスシ
ティ大会で、例年RI会長が任期を満了に対する贈答
品を購入するために集めた資金の余剰金を「ロータ
リー基金」とすることとされたものです。その後20年
ほどたった1928年に「ロータリー財団」に改称され現
在に至っています。

本日の②では、1947年ポール・ハリスが逝去した後、
創立者への敬意を表するため、一人当たり米貨10ド
ルを目安として寄付を行うよう要請されていることが、
書かれています。そして、ポール・ハリスの逝去後10
年ほど経った1957年に寄付金が減り始めていたた
め、ロータリー財団に米貨1,000ドルを寄付した者は
ポール・ハリス・フェローとなることを発表しています。

現在、大阪中之島ロータリークラブには、このポー
ル・ハリス・フェローになられた方はたくさんいらっ
しゃいます。

また、今回「国際親善奨学金」についても触れていま
す。ぜひともゆっくりとお読み頂きたいと思っています。

以上で会長の時間を終わります。



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

④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

⑤2015～16年度クラブ職業奉仕新旧委員長会議が

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

　議題：職業倫理についての講演

　　　  出前授業、職場体験の体験発表

⑥2016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

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。

⑧2016年～17年度地区補助金の申請受け付けが

2016年3月1日より開始され、2016年4月30日ま

で受け付けられます。2016年8月以降社会奉仕、

国際奉仕活動に利用できます。

地区補助金は原資（地区DDFの50％以下）が枯渇

次第、受付が終了しますので、申請書の提出を急い

でお願いいたします。

⑨ロータリー米山記念奨学会からご連絡がございま

す。ソウル国際大会（2016年5月28日～6月1日）に

参加をお考えの方がおられましたら米山ツアーに

若干空きがあり3月25日までに、下記にお申し込み

ください（事前登録割引の締め切りは3月末でござ

います）。

＜お申込み・お問い合わせ＞

株式会社エイチ・アイ・エス

団体旅行営業グループ 丸の内営業所

TEL：03-5219-3091　FAX：03-5219-3092

⑩2016年3月ロータリーレート　1米ドル＝116円

「御堂筋を日本のランドマークに」 ～夢・情熱が街を変える～

永井 俊行 会員、 講師 ： NPO法人 御堂筋・長堀２１世紀の会 理事長　成松 孝 様

本日は私の卓話です。

私と代理卓話者 成松理事長とは33年間長堀・心斎橋

エリア“おしゃれな大人の散歩街”「車の道から人の道

へ」をコンセプトに街の活性化・地域商店街の繁栄・沿

道企業の発展、魅力ある街づくりを実現する為、今現在

も精力的に活動を行っております。

本日の卓話のテーマである大阪の起爆剤として「御堂

筋を日本のランドマークに」～夢・情熱が街を変える～

NPO法人 御堂筋・長堀21世紀の会の歴史と同会が今

目指している活動について詳しく、分かりやすくお話を

して頂きたいと思います。

では私の代理卓話者としてNPO法人 御堂筋・長堀21世

紀の会 理事長 成松 孝さんをご紹介いたします。成松

理事長よろしくお願い致します。



本日のメニュー

・ビーフカレー　・サラダ、コーヒー

NPO法人 御堂筋・長堀21世紀の会の歴史と現
在の主たる活動

1. 何故街づくりが重要なのか？

街は行政の最小単位その集積が市町村、その集積

が国家、街がしっかりしなければ市町村や国家は空

洞化して行く。民間と行政の協働でウインウインの好

循環を創る。我々が収めた税金で街を活性化・繁栄

させるその為に物申す。

先進国の重要産業は観光産業そのためにも魅力あ

る街づくりを

長堀心斎橋エリアのコンセプトは「おしゃれな大人の

散歩街」

2. 当会の歴史

1982年創立33年の歴史を持つ日本で最も古く実績

も有る企業町会組織

過去の成果

地下鉄長堀・鶴見緑地線誘致、長堀通り心斎橋エ

リアの再開発（地下駐車場、地下商店街クリスタ長

堀、地上の景観整備）の提言と工事協力、インフラ

投資総額は1,500億円、新しく誕生した商権は年

間600億円

地価は2～5倍、テナント家賃は2～10倍、2002年

フランスの経済月刊誌「ル・モキ」に長堀エリア特

集がのる、スパーブランドの誘致に拍車がかかる。

長堀通りの再生が一段落後、直ちに御堂筋再生提

言へ着手

御堂筋をブラッシュアップして世界へ発信を企画

書、提言書、パース等を作成

国土交通省、大阪府、大阪市、経済界（関経連、同

友会、大阪商工会議所等）への提言活動を続ける。

3. 現在の主たる活動

御堂筋をストリートブランド（シャンゼリゼや5番街

他）にする事の具体的提言及び実現への活動を行っ

ている。

「車の道から人の道へ」「これからのモデル道路の創

造」「日本のシンボルロード」の創造等を訴え実現へ

向けての活動を行う。

これによって、地価の上昇、家賃・保証金の上昇、優良

テナントの増加、税収の増加。インバウンドが増加、

優良企業の誘致等も進める。

行政と民間の役割分担を明確化

正直者がバカを見る社会はマイナスのスパイラル

（現代社会）

約束を守り正直者が概ね得をする社会の形成が充

実感が有り、活力溢れる平和な社会を形成して行く

4. 皆様へのメッセージ

「義」「節義」「義を見てせざるは勇無きなり」会議ばか

りで物事進まず。

決めた事は必ず実行する。結果を先に考えない。考

え～結論～行動を！



開会の挨拶（村橋会長エレクト）
本日もお忙しい中ありがとうございます。3月12日に
はPETS、4月9日には地区研修・協議会がございます。
次年度に向かい皆様のお力添えを頂き、クラブ運営
を進めていきたいと思います。ご協力、ご支援を宜し
くお願いいたします。

審議事項

1. 2016～2017年度　年間行事計画について

　⇒［ 継続協議 ］

2. 2016～2017年度　各委員長・小委員会構成に
ついて

　⇒［ 継続協議 ］

3. 次年度奉仕事業について

①社会青少年・国際奉仕事業としての東北支援は「野田

村」を対象として、予算規模は地区補助金40万円、姉

妹クラブ台北福齢RC20万円、大阪中之島RC40万円、

合計100万円規模の奉仕事業を計画する。

　⇒［ 承認 ］

②東北支援活動の意義は薄れつつあり、次々年度以降

の奉仕活動継続を検討する事とする。　⇒［ 承認 ］

③ヴェトナムにおけるGGによるVTT事業支援活動は、医

療器具等の継続的且つ補完的な支援活動が必要と考

えている。30万円程度の支援ニーズがあるが、次年度

は、クラブ予算での支援計画を検討し、次々年度以降

は、地区補助金を有効活用出来る様にしたい。

　⇒［ 承認 ］

ヴェトナムにおける、VTT事業視察は2016年10月に

計画している

　⇒［ 承認 ］

④ヴェトナムでの「孤児寺支援」は大阪中之島RCとして

の支援活動は行わない事とする。

　⇒［ 承認 ］

⑤社会青少年奉仕事業としての成美学寮餅つき大会は

例年通り実施する

　⇒［ 承認 ］

日　時：2016年3月10日（木）
場　所：太閤園　1F　蔵の間
出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・高島・辻（一）・辻（義）・栗山・山本・満村・木村（佳）・杉村・檜皮（敬称略）
配布資料：
　・ 2016年～2017年度　年間行事計画（案）（配布資料-1）
　・ 2016年～2017年度　委員会構成（案）（配布資料-2）
　・ ノミニー理事会開催予定（配布資料-3）

2016-2017 年度 第二回　ノミニー理事会議事録

4. 会社創立記念贈呈品

¥2,000円の共通商品券　⇒［ 承認 ］

5. お誕生日お祝い

¥3,000円の果物　⇒［ 承認 ］

結婚記念日お祝い　⇒［ 継続協議 ］

6. 例会時の昼食について

ミリオンダラーミールの例会日でもビジターFeeは

¥4,000円とする　⇒［ 承認 ］（ビジターにミリオンダラー

ミールである事を提示する）

ミリオンダラーミール例会日の献立をちらし寿司のみに

する　⇒［ 継続協議 ］

村橋会長エレクトよりの報告

複数年度に亘る奉仕事業については、クラブ戦略計画委

員会において、協議してゆく必要がある。

杉村副幹事よりの報告
2016年8月4日（木）郡ガバナー補佐訪問日

2016年8月25日（木）松本ガバナー公式訪問日

2017年3月4日（土）IM6組　ロータリーデー

　　　　　　　　  会場：ホテルニューオータニ

　　　　　　　　  ホストクラブ：大阪城東RC

井戸本会長ノミニー閉会挨拶
次々年度は大阪中之島RC創立25周年でございます。
皆様方のお力添いの程宜しくお願いいたします。次
年度も奉仕活動に力を入れていきたいと思いますの
で、ご支援ご協力宜しくお願いいたします。



日　時：2016年3月10日（木）
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：嶽下・村橋・井戸本・小林・北村・針谷・西田・辻（一）・辻（義）・檜皮・杉村　以上11名（敬称略）
配布資料：
　・ 2015-2016年度年間行事計画
　・ VTTツアー　経費請求書
　・ 米山奨学生歓送会　会場案内

2015-2016 年度 第10回　4月度定例理事会議事録

【’16年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
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
2日（木）
9日（木）
16日（木）
23日（木）

30日（木）

1108
1109
1110
1111

1112

43
44
45
46

47

卓話担当：山本会員
卓話担当：吉田会員
卓話担当：金森 会員

嶽下会長、檜皮幹事
夜例会

委員会報告

会長・幹事退任挨拶
下半期新入会員歓迎会

第1回7月度理事会

5/29～6/1（土）　ソウル国際大会

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：下岡会員
代理卓話：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

開会の挨拶（嶽下会長）
本日も宜しくお願い致します。

審議事項

1. 年間行事卓話変更について
4月7日（木）下岡会員の卓話を井戸本会員に変更す
る。（代理卓話）　⇒［ 承認 ］

2. 台北福齢RC 18周年記念式典について
贈呈品は、カタログNo.W94-1のワインカップ（春秋）
を選定しラッピングを施す。　⇒［ 承認 ］

3. 米山奨学生　楊宣璇さんの歓送会について
日時：3月24日（木）18：30～
場所：キートス
　⇒［ 承認 ］

4. グローバル補助金によるVTT事業の経費について
添乗員の経費は国際奉仕委員会の予算から支出する。
　⇒［ 承認 ］

5. 春の家族会について
日時：4月3日（日）14：00～

大阪屋形船にて花見
集合場所：天満橋　八軒屋浜
　⇒［ 承認 ］

6. 記念式典出席について
海外姉妹クラブの記念式典出席時におけるニコニコ
の費用を、最大10万円クラブにて負担する。
　⇒［ 承認 ］

7. 創立25周年記念式典について
・実行委員会を立ち上げる。
・実行委員長は、チャーターメンバーに要請する。
　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（村橋会長エレクト）

次年度に向けての準備も着 と々進んでいます。

本日もありがとうございました。



今日はわたしが大阪中之島ロータリークラブに来る最
後の例会です。この一年間大変お世話になっております。
誠にありがとうございます。

一年前初めて、ここに来た気持ちを思い出しました。
めっちゃ緊張していました。皆様といろいろ話しかけた
かたったです。しかし、日本語は簡単な自己紹介しかで
きませんでした。でも皆様は親切に話しかけてくれまし
た。おかけで、日本語が上手になってきました。

皆様が社会で活躍しているすがたを見て、わたしももっ
と早く社会に役に立てる人間になりたいと思います。皆
様の奉仕精神に憧れています。

いつか社会へフィードバックできるようになります。これ
からも頑張りたいと思います。

よろしくお願いいたします。

米山奨学生（3/3）
米山奨学生　楊 宜　（ヨウ ギセン）

第5回委員会は、平成28年3月3日（木）11時～11時20分

例会場にて開催　出席者　会長、幹事含め8名

1）2月までの経過と反省

以前指摘があった例会進行上の会長・幹事との連絡

漏れも改善され、問題なく例会運営が出来ているとこ

と確認した。

SAA委員会報告（3/3） 委員長　北村 讓

国際ロータリー第2660地区米山感謝祭がKKR大阪オ
リオンの間にて開催されました。

米山奨学生、学友会がロータリーとの絆、繋がりを大切
にしていただきたいと思います。

国際ロータリー第2660地区米山感謝祭

2）3月～6月までの確認

・委員会報告の忘れがないか各委員長に確認する。

・3月15日3クラブ合同例会の前に行われるクラブ例

会の司会は、木村副委員長が担当する。6月最終例

会は、北村委員長が担当すること確認した。



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

ニコニコBOX10
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嶽下：NPO法人21世紀協会成松理事長、本日も宜しく
お願いします。

村橋：第2回ノミニー理事会を終えて、ニコニコ

井戸本：ニコニコ

小林：ホワイトデーを迎えるにあたり。ニコニコ

辻（一）：本日の卓話楽しみです！

吉田：ニコニコ

山本：成松理事長、ようこそいらっしゃいました。

針谷：今日もニコニコ

高島：ニコニコ

金森：今日ウグイスの鳴き声を庭で聞きました。

北村：次週の3クラブ合同懇親会欠席ですみません。

村上：ニコニコ

永井：本日私の代理卓話、成松理事長よろしくお願い
します。

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

満村：ニコニコ

戸田：成松理事長、卓話楽しみです。

坂本：ニコニコ

本日合計 : ￥33,000
 累　計 : ￥1,675,000

●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 2名
出席者 29名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 90.62 %
2月18日の修正出席率 84.37 %

●本日のゲスト
永井会員ご紹介
　（ゲストスピーカー） 成松 　孝 様
坂本会員ご紹介 米倉 由美 様

地区よりの委嘱状を受ける高島会員

地区よりの委嘱状を受ける村橋会員

村橋会員がポールハリスソサイエティーの
表彰を受けました。

Congratulations!


