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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！

（ 3月15日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 3月 ）

水と衛生月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2016年3月24日
第1099回（本年度 第34回）例会
本日のプログラム
♬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

次回 ３/31 のお知らせ
♬SONG 「我らの生業」
:
●卓話 江戸（東京）の芸能と上方
（大阪）の芸能はどう違うのか
講師 『上方芸能』発行人・兵庫県
川西市生涯学習短期大学学長
木津川 計（きづがわ けい）様
岡本 啓吾 会員

皆さんこんばんは
本日は、
この後三クラブ合同の懇親会が予定されています。
太閤園を例会としているクラブが、2年に一度持ち回りで懇親を深め
る趣旨で開催されます。今年は大阪鶴見ロータリークラブがホストク
ラブとして開催されます（大阪中之島RCは前回ホストクラブとして実
施）。
せっかくの機会ですので、親睦を十分に楽しんで頂きたいと思ってい
ます。

■4月7日
（木）下岡会員の卓話でございますが、井戸本
会員が代理卓話をされます。
■4月9日
（土）VTT委員会解団式
日時：2016年4月9日
（土）18：30〜
会場：淀川邸
会費：15,000円
■4月14日
（木）杉村会員の卓話でございます。
11：30〜

第3回ノミニー理事会
（サファイアルームにて）

13：40〜

第11回5月度理事会
（サファイアルームにて）

今日は、少しニコニコ箱についてお話をさせていた
だきます。
ご存じのとおり、ニコニコ箱の収入はすべ
て人道的社会奉仕に使われます。社会奉仕と国際奉
仕でございます。
昨年度の下岡年度から企画し、今年度に実施しまし
たベトナムでのVTT医療支援事業も、次年度以降も
引き続き経過観察事業が必要であります。
そのためにも、少しでも多くの資金手当てしておく必
要があります。本日のような記念すべき例会などの時
には、特に気持ちを入れていただき、
ニコニコ箱への
ご理解を頂きますようお願いいたします。

■地区よりご連絡がございます。
①2016-17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

以上で会長の時間を終わります。

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

幹事報告 (3/15)
2014-15年度第1098回（第33回例会）

幹事 檜皮 悦子

■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、
同じ太閤園を例会場にするク
ラブとして2年に一回懇親会が開催されます。お互い
親睦を図り、意見交換などお話ししていただきたいと
思います。
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。
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。

②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
③2015〜16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
④2016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

す。
ソウル国際大会（2016年5月28日〜6月1日）
に

登録及び振込：4月28日
（木）
までにガバナー

参加をお考えの方がおられましたら米山ツアーに

事務所宛にFAXまたはメール

若干空きがあり3月25日までに、下記にお申し込み

にてご連絡ください。

ください（事前登録割引の締め切りは3月末でござ

FAX：06-6264-2661

います）。

メール：gov@ri2660.gr.jp

＜お申込み・お問い合わせ＞

⑤2016年〜17年度地区補助金の申請受け付けが

株式会社エイチ・アイ・エス

2016年3月1日より開始され、2016年4月30日ま

団体旅行営業グループ 丸の内営業所

で受け付けられます。2016年8月以降社会奉仕、

TEL：03-5219-3091

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。
⑥ロータリー米山記念奨学会からご連絡がございま

FAX：03-5219-3092

⑦2016年3月ロータリーレートがアメリカ本部での
再検討の結果、1米ドル＝116円になりました。
⑧2016〜17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。

大阪鶴見RC・大阪城北RC・大阪中之島RC 合同懇親会

tulations!
Congra

下岡会員がポールハリスフェロー マルチプル２
（３０００ドル以上）、村橋会員がポールハリスフェロー
マルチプル１
（２０００ドル以上）の表彰を受けました。

2016〜17年度RI会長テーマ
2016〜17年度 国際ロータリー第2660地区 地区チー
ム研修セミナーが2016年3月12日
（土）
大阪国際会議場
にて開催され、2016〜17年度松本ガバナーにより、次
年度ジョン・F・ジャームRI会長テーマが発表されました。
「2016〜17年度 RI会長テーマ」
“Rotary Serving Humanity”‒ 人類に奉仕するロータリー
「人類の奉仕」
という大きな目標に向け、
リーダーシップ
を持ちうる会員を増やし、ポリオ撲滅をはじめ「世界で

3

15

ニコニコBOX

嶽下：本日は3RC合同懇親会です。おめでとうござい
ます。
下岡：2週例会欠席、申し訳ありません。
村橋：太閤園3RC合同懇親会を祝して
井戸本：3RC懇親会、ニコニコ
檜皮：3RC合同懇親会、親睦を図り大いに楽しんで下
さい。

よいことをする」
ために伝統を継承しよう。

辻（一）
：今日は早退予定です。
ごめんなさい

この次年度RI会長のテーマを受け、次年度松本ガバ

吉田：ニコニコ

ナーが第2660地区2016-17年度ガバナー方針をお話

早瀬：3RC合同懇親会、ニコニコ

しされました。

辻（義）
：ニコニコ

「2016-17年度 第2660地区 ガバナー方針」

西田：3RC合同懇親会を祝してニコニコ

“The Ideal of Service” ‒ ロータリーの根幹精神

杉村：3RC合同懇親会楽しみです。

「人類の奉仕」は、
ロータリーの礎であり主な存在理由

本日合計 : ￥30,000

であります。第2660地区活動における全ての原点を

累

“The Ideal of Service” に集約してお考え頂き、
この理
念の浸透に努めて頂きたいとお話しされました。

計 : ￥1,715,000

●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
18名
14名

出席率
2月25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

0名
0名
0名
0名

56.25 %
90.62 %

●メイクアップ
北村 譲
杉村 雅之

2 月17日
2 月20日

地区職業奉仕委員会
地区R財団補助金セミナー

