
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31日）
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2016年4月7日

母子の健康月間

本日のプログラム

月間テーマ（4月）

第1101回（本年度 第36回）例会

次回 4/14 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　法律の出来るまで
　井戸本 泰次 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、岡本会員ご紹介の木津川様、ようこそお越し頂きまし
て有難うございます。後ほど卓話でのお話を楽しみにしています。よ
ろしくお願い致します。

本日の奉仕の一世紀は、先週に引き続きまして「職業奉仕」について
ご紹介させて頂きます。

いきなり「倫理訓」ということから始まりますが、まさにロータリアンの
目指す「ロータリーの目的」は、職業を通して社会のいろいろなニー
ズを満たすことにあり、職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズを
満たせるよう努力を重ねるということとされています。そして、ロータ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　私とロータリークラブ
　杉村 雅之 会員



2014-15年度第1100回（第35回例会）
幹事報告 (3/31)

幹事  檜皮 悦子

■3月31日（木）岡本会員の卓話でございます。

■4月3日（日）春のお花見屋形船家族会でございます。
大川沿いを優雅に航行する尾形船で、一味違った、お
花見を楽しんで頂きたいと思います。　　　　　　
日時：4月3日（日） 13：30 集合（雨天決行）
場所：京阪天満橋、八軒家浜船着場
会費：10,000円

■4月6日（水）第27回第2660地区ガバナー杯争奪軟
式野球懇親会が開催されます。

　　日時：4月6日（水） 19：00～
　　場所：大阪日航ホテル　白鳥の間

■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）

■4月21日（木）高島会員の卓話でございます。

■4月28日（木）戸田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

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 601号室
　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

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

※ソウル国際大会登録について
2016年3月31日にて割引登録が締切日
2016年4月1日にて登録・キャンセルが締め切日
2016年6月1日にてオンライン登録締切日

※今後の国際大会
国際大会に出席されることにより「国際」という
言葉の意味が分かり、ロータリー・新しい家族・
新しい友人・そして新しい視野を得ることができ
ると思います。是非！ご出席ください。
2017年　米国  ジョージア州 アトランタ

6月10～14日
2018年　カナダ  トロント　6月24日～27日
2019年　ドイツ  ハンブルグ　6月1日～5日
2020年　米国  ハワイ州 ホノルル

6月7日～10日

リアンは日々の仕事を通して生きる力の根本である
自らの道徳的能力を高め、それを社会に反映させる
ことを責務と考えて努力することにあると言われてい
ます。

1943年にRI理事会は、四つのテストを採択している
ことが掲載されています。

言行はこれに照らしてから

　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どうか？

ページの最後あたりに、この「四つのテスト」は、世界
中の高速道路の掲示板や、教室、市役所、企業の壁
などに掛けていることを紹介しています。

以上で会長の時間を終わります。



⑤2016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。

⑥2016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。

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。

江戸（東京）の芸能と上方（大阪）の芸能はどう違うのか

岡本 啓吾 会員、 
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 様

江戸は侍だらけの都市でした。人口一〇〇万人の内、侍
は五〇万人、二人に一人が武士でしたから町人階層に
もその気風が反映したのです。

伝法で勇み肌、粋でいなせで男伊達―という江戸っ子
気質が歌舞伎を「荒事」に仕立てたのです。即ち、男性的
勇壮が江戸歌舞伎の特徴になったのです。

上方（大坂）は町人だらけの都市でした。人口四〇万人
中、侍は四千人。一〇〇人に一人しかいないのです。町
人だらけの大坂は平和都市で、商いにいそしむ彼らは
みんな平和主義者だったのです。

高島  凱夫

国際ロータリー 第1、第2、第3ゾーン 会員基盤向上セ
ミナーは、4月4日、5日の2日間、ホテルオークラ東京で
開催された。D2660からは、12名が参加した。

第1日：会員増強維持• 戦略計画とクラブ活性化、という
メインタイトルで行われた。立野DGが[第2660地区の
地区とクラブの戦略計画推進]を講演された。その後、地
区•クラブでの戦略計画実践例のパネルディスカッショ
ン。会員基盤向上に資する［公共イメージ向上］（進行係 
高島）が行われた。夕方からは、懇親会で新たな知り合
いを増やすことが出来た。

第2日目：ロータリー財団を活用した奉仕活動の更なる
実践というメインタイトルで行われた。平和フェローの

国際ロータリー 第１、第２、第３ゾーン　会員基盤向上セミナー
講演の後、大阪中之島RCのVTTの講演を行った。

長い2日間でした。

ですから大阪の兵隊の弱さは知れわたったものです。上
方歌舞伎は町人の都市性を反映して「和事」、男女の情
愛を写実的に描く、それが特徴になっていったのも当然
でした。

舞踊も二つに分かれました。江戸は荒事でしたから舞
踊も躍動的な踊りになりました。和事の大坂は静的な
舞、即ち上方舞になったのです。

和事や舞の平和的な伝統を継ぐ大阪に平和的な漫才
が生まれたのは昭和初年でした。〝漫才育ての親〟秋田
実が目指した漫才は「家中誰もが安心して笑い」だった
のです。ですから老若男女に支持される漫才の都に
なったのです。



西田末彦

4月3日の日曜日、春の家族会で天満橋の前の大川で屋
形船に乗り船の中から花見をしてまいりました。

会員、家族合わせて28名の参加で盛況でした。丁度桜
もほぼ満開で、幸いにも雨にもあたらず良い花見が出
来たと思います。

屋形船自体はそれほど大きくなく、28名で丁度程よい

春の家族会
広さで親近感もあり良い親睦会だったと思います。美味
しい料理に酒もよくまわり、皆さん桜を見るより話に花
を咲かせてました。それもまた家族会の良い所でいい
雰囲気であっと言う間の2時間でした。

皆様方のご協力のおかげで楽しい家族会になりありが
とう御座いました。
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嶽下：すっかり春のにおいが漂ってまいりました。
岡本会員の代理卓話、楽しみです。

下岡：ニコニコ

村橋：春の家族会、楽しみです。

小林：昨日職業奉仕委員長として、訪問企業の下見に
行ってきました。安達会員のお陰です。ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：昨日で税務調査終わり、何もなしでやれやれ

高島：春になったのに・・・・

金森：一寸嬉しい話を受けました。

北村：日曜日の家族会、楽しみです。

西田：皆様、春の家族会よろしくお願いします。

岡本：代理卓話の木津川先生です。よろしくお願いし
ます。

坂本：来週子供の入学式で、例会欠席します。ニコニコ

井本：桜が咲き始めましたね。ニコニコ

本日合計 : ￥31,000
 累　計 : ￥1,777,000

●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 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 75.00 %
3月10日の修正出席率 96.87 %

●本日のゲスト
岡本会員ご紹介（ゲストスピーカー） 木津川 計 様

本日のメニュー

戸田会員、テレビ出演予定
4月13日放送のフジテレビ系（8チャンネル）21時か
らのホンマでっか!?テレビ「加藤アナ新生活で幸せ
になるぞSP」の「部屋探し」のコーナーで戸田会員が

「ひざ評論家」として出演します。

お時間が合えば観て下さい。

寿司定食
先付 小松菜しらす
握り盛合せ
 赤身マグロ　カンパチ　烏賊　サヨリ
 イクラ　石垣貝　うめしそ巻　鉄火巻
蛤吸い物

●誕生日
小林 俊明 ［12日］
戸田 佳孝 ［28日］

●事業所設立記念
吉田 　了 　株式会社丸住［昭和31年］
金森 市造 金森歯科医院［昭和43年］
福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］
小林 俊明 小林俊明法律事務所［昭和58年］
木村 眞敏 木村眞敏法律事務所［昭和60年］
満村 和宏 堂島総合法律事務所［平成  5 年］

●結婚記念日
小林 俊明 ［  1 日］
安達 昌弘 ［  2 日］
栗山 博道 ［  8 日］
吉田 　了 ［  8 日］

Congratulations!4月のお祝い4月のお祝い

●メイクアップ
下岡 陽一郎   3 月24日 米山奨学生歓送会
福田 忠博   3 月24日 米山奨学生歓送会


