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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！

（ 4月14日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 4月 ）

母子の健康月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2016年4月21日
第1103回（本年度 第38回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 クラブ戦略計画について
高島 凱夫 会員

次回 4/28 のお知らせ
♬SONG 「ロータリー賛歌」
:
●卓話 整形外科開業医の職業奉仕
戸田 佳孝 会員
皆さんこんにちは
本日のお客様、坂本会員ご紹介の米倉様、今日もお越し頂きましてあ
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。
先週の土曜日に、
ベトナムVTTプロジェクト解団式が開催されました。
当日は、地区協議会があったにもかかわらず、沢山の地区役員の方
にもご出席をいただき、盛大に解団式を行うことができました。
また、
皆様方には大変ご協力を頂きまして心から感謝申し上げます。
このプロジェクトは、
これで終わりということではありません。何回も申
し上げているところですが、
これから5年間にわたって今回のプロ

■5月19日
（木）辻義光会員の卓話でございます。
例会後、新旧合同クラブ協議会がございます。
■全国ロータリークラブ野球甲子園大会は2016年7月
2日
（土）15：30〜と決定しました。対戦クラブは広島
東RCです。沢山の応援を宜しくお願いいたします。
勝利に向かい決起集会が2016年6月16日
（木）に開
催されます。選手以外の方々も参加いただき気合を
入れていただきたいと思います。
■地区よりご連絡がございます。

ジェクトの経過観察のためにベトナムに行くことにな
ります。本年度だけの事業ではありません。次年度も
そして、次々年度も引き続きこの事業は続きます。
このプロジェクトは凄いプロジェクトであるとよく言わ
れます。
今回のプロジェクトの凄いところは、ベトナムで初め
てグローバル補助金を使ったプロジェクトを実施し
たということにあります。
ということは、前にも申し上
げましたが、これからは、全世界からベトナムでグ
ローバル補助金を使ったプロジェクトが可能になっ
たということになります。
今回のVTTは、ベトナムにおける医療技術を高める
ことにありました。
これにより、今後ベトナムの医療技
術は格段にあがっていくことになるでしょう。
そして恩
恵を受けるのはベトナムにおいて副鼻腔炎で苦しん
でいる多くの人達であります。
世界の平和を願うロータリアンとして、今一度、
ベトナ
ムVTTプロジェクトが単に終ったということではなく、
このプロジェクトをやったということをいつまでも、誇
りに思って頂きたいと思います。
以上で会長の時間を終わります。

幹事報告 (4/14)
2014-15年度第1102回（第37回例会）

幹事 檜皮 悦子

■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。
■5月5日
（木）祭日につき休会でございます。
■5月12日
（木）辻一夫会委員の卓話でございます。
■5月14日
（土）
第二回会長杯ゴルフコンペがございます。
時間：AM9：00集合
場所：万壽ゴルフクラブ TEL：0743-87-0221
費用：5,000円

①第2回クラブ社会奉仕委員長会議が開催されます。
エコの観点から、お飲み物の配布はございません
ので各自でご準備をお願いいたします。
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
②2015〜16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
③2015〜16年度 青少年奉仕部門 正副委員長会
議・ワークショップ開催されます。
日時：2016年5月21日
（土）
登録：12：30〜
開始：13：00〜
終了：16：00
場所：大阪YMCA会館 2Fホール
内容：基調講演 国際ロータリー第2660地区
危機管理委員長 岩津 陽介 様
各委員会報告（青少年活動・ローターアク
ト・インターアクト・青少年交換）
質疑応答
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。
※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

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4月ロータリーレートは1ドル＝116円です。
⑦2016年春のRYLA セミナーのご案内
日時：4月29日
（金）〜5月1日
（日）
会場：ホテル・ロッジ舞州（まいしま）
スケジュール：
13：00 登録開始
13：30 開講式
14：00 基調講演：安原武志氏「献血 みんな
でつなぐ 命のリレー」
研修

を学び、
また素晴らしい先輩、仲間と知り合うことで、
ロータリアンとしての基礎を固め、
自信を共有する
ために開催されます。是非ご参加ください。
日時：2016年6月17日
（金）18：00〜21：30
会場：ホテルニューオータニ大阪
対象者：入会歴の浅い会員：2年未満
参加費用：1万円
プログラム：
＜第一部＞フォーラム 90分
基調講演「ロータリーに生きる」
立野ガバナー
セミナー1 講演「ロータリーを知ろう」
木越地区研修委員
セミナー2 パネルディスカッション
「私とロータリー」
＜第二部＞懇親会

RYLA：Rotary Youth Leader Awards

120分

本日のメニュー

若い人々の中にある、指導者としての資質を啓
発すると共に、青少年指導者としての知識と技術
の向上を目的とするプログラムです。2660地区
では18歳から30歳までを対象として初級RYLA
と上級RYLAのプログラムがあり、今春は初級
RYLAを実施します。
⑧FRF：フレッシュロータリーフォーラムの参加ご案内
地区研修委員会より、入会歴の浅い会員：2年未満
の方々に、
ロータリー精神とロータリーの基礎知識

ちらし寿司
吸い物

私とロータリークラブ

杉村 雅之 会員
来られた時にお話しになられたものですが、
ご紹介させ
ていただきます。
ある若手ロータリアンが2シーターの車で山道を走って
いました。そこで3人に会いました。一人は遙か先輩の
ロ−タリアンの方、例えばホームクラブのチャーターメ
ンバーそしてもう一人は、杖をついたお身体の悪い老
人、山の上の病院に向っています。
3人目は自分がこれから付き合いたいと思っていた女
性がそれぞれ歩いていました。
さて、3人の内、誰を車に乗せて山頂まで向いますか？
本日は私とロータリークラブについてお話をさせていた

最良の答えは“先輩ロータリアンが車を運転し、身体の

だきます。

悪い老人を山頂の病院に連れて行ってもらい、
そして自

最初にロータリー財団が100周年を迎えるにあたり映

分は女性と2人で歩いて行く”というものです。

像をご覧いただきます。

発想を少し変えてみれば最良の答えが出てくるのでは

まず、本題に入る前に泉パストガバナーが公式訪問に

ないか？という事だと思います。

ります。
ガバナー補佐エレクト会議に始まりガバナー補佐会議
による地区及びクラブの考え方、
クラブ委員長会議にお
いては地区委員会の方針、
また諮問委員会でのパスト
ガバナーの皆様のご意見等、私のロータリー活動のあ
る意味“主軸”となりました。
また、
ホームクラブにおいても地区での経験させて頂い
た事が大きな“プライド”になっています。
あえて“プライ
ド”と申し上げたのは、決して“上から目線”でなく横から
あるいは色んな角度から奉仕活動の在り方、進め方が
見れるという事です。
確かにロータリーはクラブが主体です。
しかしロータリ
さて、私のロータリー歴はまだ7年強なのですが、2年目
で地区の財団の小委員会に所属させていただきまし

アンの常識及びインテリジェンスとしてRI2660地区が
どの様な方針で運営しているかを理解し、積極的に参

た。その時はまだクラブのこと、
ましてや地区の委員会

加するべきです。

の事も理解していなく本当に手探りの状態でした。

ロータリーの諸知識や用語はあらまし文献、インター

そんな中で懇親会やいろんな集まりに出席させていただ

ネット等で調べるこができます。

き“この際積極的に解らないことは正直にお伺いしよう、

知っておくのは当たり前のことですが、それよりも私が

疑問に思うことは相談しよう”と思い実践いたしました。

一番心がけているのは、“ロータリアンとしての高潔さ”

そこで、
やはりロータリアンの諸先輩方は親切、
丁寧にご

ということです。

指導いただき、
また新たな課題もご啓示いただきました。

昨今はどのクラブ様においても会員増強、退会防止に

そして翌年には小委員会の委員長を拝命いたしまし

力を入れておられると思いますが、高潔さをもった人、

た。
また、一番の大きな出来事は我が中之島ロータリー

またロータリアンであり続ける以上は高潔さを失わない

クラブが高島ガバナーを輩出したことです。そして若輩

事が重要だと考えます。

者の私が地区副代表幹事を拝命いたしました。

高潔さとは色んな解釈があります。
しかしロータリアンで

いままでは、
自分の地区委員会活動だけでしたが、各委

ある以上やはり“4つのテスト”に照らしてみるべきです。

員会活動の認識、お世話をする事がメインになりまし

“真実かどうか”

た。確かにガバナーエレクト年度・ガバナー年度と約2

“みんなに公平か”

年間は、忙しく気は張り詰めていましたが、今から考える
と、
あんな充実した時期はなかったと思います。
それは、“ロータリーの事”を勉強させて頂けたというこ
とです。
ロータリーでの自分のポジションは自分自身で築き上
げていくものだと考えます。
解る事はもっと深く、解らないことは徹底的勉強する。
そ
うすればロータリー活動がより一層、充実したものにな

“好意と友情を深めるか”
“みんなのためになるかどうか”
これを自分自身に問いかけ答えを導き出すべきです。
また、
ロータリアンには様々な方々がいらっしゃいます。
はるか年上の大先輩、同年代、年下、私が学んでいるの
はロータリアンとしての言葉遣い、立ち振る舞い、
ものの
考え方です。我々が生きていく上で、いろんな場面に遭
遇します。
それぞれの場面における立ち振る舞い、立ち
位置、
もちろん言葉遣いは大変勉強になり吸収するべ
きだと思います。
最後になりましが、“ロータリーにNoは無い”と言われま
す。“No”と言う一言は簡単で“Yes”と答えることにより、
よ
り一層勉強させて頂き、
ロータリアンとしてまた自分自
身が成長する事だと考えます。

2016-2017 年度 第三回 ノミニー理事会議事録
日 時：2016年4月14日
（木）11：30〜
場

所：太閤園

2F サファイアルーム

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

年間事業計画（案）

・2016年〜2017年度

委員会構成（案）

・野田村支援品明細
・次年度予算（案）
・次年度財団年次寄付金
・名誉会員名簿
・ロータリークラブコーポレートカード
・大阪中之島ロータリークラブ25周年記念実行委員会

開会の挨拶（村橋会長エレクト）
早い時間よりご参集頂きありがとうございます。
PETS、地区協議会も終わり実質的な活動が始まって
おります。次年度に向かい皆様のお力添いを頂き、
ク
ラブ運営を進めていきたいと思います。宜しく願いい
たします。

審議事項
1. 2016〜2017年度

年間行事計画について

⇒［ 承認］

2. 2016〜2017年度
ついて

5. 次年度 年次寄付金額について
⇒［ 承認 ］

各委員長・小委員会構成に

⇒［ 承認 ］

3. 次年度奉仕事業について
社会青少年・国際奉仕事業としての東北支援は野田
村を対象とする。
野田村立野田小学校
（岩手県九戸郡野田村大字野田12-16-18）
支援品：柔道着、野球道具、楽器、バレーボール
などの運動部品
野田村野田中学校
（岩手県岩手県九戸郡野田村野田第22）
支援品：ソフトテニス用具一式

2660度次年度

年次寄付目標

財団年次寄付

$160

ポリオ撲滅

$60

米山奨学金

¥30,000

6. 名誉会員について
⇒［ 継続協議 ］
村橋会長エレクト：会員数33名に対して名誉会員6名
は多いと思う。大阪中之島RCに名誉会員として相応し
い人を選びたい。
⇒［ 次回の新旧合同理事会で採決 ］

7. ロータリークラブコーポレートカード発行について
地区大会費用、
クリスマス会費用等クラブカード利用す
ると0.3％をポリオ撲滅のための効率的な活動資金に

予算規模は、地区補助金40万円、姉妹クラブ台北福

なる
（カード発行手数料、年会費無料、原則1年で失効）
。

齢RC20万円、大阪中之島RC40万円、合計100万円規

次年度会長名義でクラブカード発行。

模の奉仕事業を計画している。
この計画書に基づき地区補助金を申請する。
⇒［ 承認 ］

4. 次年度予算について3名の会員増加を考え、運営
資金の支出算定は今年度同様の算定方法
⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

8. 結婚記念品について
今年度同様お花を贈る 予算5,000円
⇒［ 承認 ］

9. MDM：ミリオンダラーミールについて
MDMの例会日の献立はチラシ寿司（￥1,732円税
込）
とする ⇒［ 承認 ］

10. 大阪中之島ロータリークラブ創立25周年記念行
事実行委員会
実行委員会

杉村副幹事よりの報告
各委員会の次年度年間事業計画を4月30日までにご提
出お願いいたします。

⇒［ 承認 ］

実行委員長

高島 凱夫

副委員長

村橋 義晃

副委員長

井戸本 泰次

委員

杉村 雅之

委員

永井 俊行

委員

井本 万尋

Adviser

福田 忠博

2015-2016 年度 第11回

井戸本会長ノミニー閉会挨拶
いよいよ、村橋年度は準備万端整えられ7月1日に向
かわれております。
皆様方のご協力を宜しくお願いいたします。

5月度定例理事会議事録

日 時：2016年4月14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・安達・北村・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
・GG事業と台北福鈴RC周年行事参加ツアー行程表
・企業訪問について
・大阪中之島RC25周年記念行事実行委員会構成

開会の挨拶（嶽下会長）
このメンバーでの理事会は最後になります。次回は新
旧合同理事会です。
本日も宜しくお願い致します。

審議事項
1. 職業奉仕委員会

会社訪問について
小林職業奉仕委員長

日

時：2016年5月26日
（木） 12：00頃

訪問会社：大阪市淀川区小松3-20-38
山田晒染工業株式会社
代表取締役社長

山田 芙美江 様

TEL.06-6328-0208
※移動例会とし食事はクラブ負担で用意する。
⇒［ 承認 ］

2. 大阪中之島RC25周年記念行事実行委員会構成
について
第3回ノミニー理事会にて ⇒［ 承認 ］

3. 米山奨学生 LU SHENG YUN さんの
歓迎会について
北村次年度米山奨学担当
5月中に歓迎会を催す。 ⇒［ 承認 ］

4. 台北福鈴RC創立18周年式典 支援事業地視察
辻一夫国際奉仕委員長
について
行程の確認 ⇒［ 承認 ］

5. 犬飼会員・針谷会員

出席規定免除について

体調不良にて出席規定免除の要請
⇒［ 承認 ］

6. 卓話変更について
5月12日
（木）辻一夫会員の卓話を檜皮幹事に変更
5月26日
（木）梅原会員の卓話を移動例会の為、変更
⇒［ 承認 ］

7. 野球同好会甲子園球場出場費立て替えについて
いったんクラブより立て替えて支払い、徴収後返済す
る。 ⇒［ 承認 ］

8. 新入会員承認について
米倉 由美 様

⇒［ 承認 ］

9. クールビズについて
2016年5月1日〜2016年10月31日までクールビズ
期間とする。
ただしジャケットは着用とする。
⇒［ 承認 ］

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。

【 16年5月 行事予定】（青少年奉仕月間）
日付

通算No.

今期

5日
（木）

-

-

ホームクラブプログラム

卓話担当者

祝日②
卓話担当：辻（一）会員

12日
（木）

1105

40

19日
（木）

1106

41

青少年奉仕月間卓話

26日
（木）

1107

42

企業訪問により移動例会

代理卓話：檜皮幹事

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

5/14（土）
第2回会長杯ゴルフコンペ
5/13（金）
新旧合同理事会
クラブ職業奉仕新旧委員長会議
5/21（土）
新旧合同クラブ協議会
青少年奉仕部門正副委員長会議
5/24（火） 睦輪会（新旧会長･幹事）

【 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

2日
（木）

1108

43

9日
（木）

1109

44

卓話担当：梅原会員

16日
（木）

1110

45

卓話担当：山本会員

23日
（木）

1111

46

卓話担当：吉田会員

30日
（木）

1112

47

会議、行事

委員会報告

会長・幹事退任挨拶

嶽下会長、檜皮幹事

下半期新入会員歓迎会

夜例会

第1回7月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
5/29（日）〜6/1（水）
ソウル国際大会
6/17（金）
フレッシュロータリーフォーラム

グローバル補助金による支援事業視察・姉妹クラブ台北福齢RC18周年式典日程表
月 日

訪問都市

現地時間

交通機関

関西空港

10：40

CX565便

台北空港

12：45

桃園駅

午後

送迎バス

送迎バスにて台湾高鉄・桃園駅へ

嘉義駅

午後

台湾高鉄

台湾新幹線にて嘉義駅へ（約60分）

午前発のキャセイ航空にて台北へ出発（昼食は機内食）
到着後、入国・通関手続き

1日目
4月22日
（金）

嘉義到着後、福齢クラブとの共同プログラム
**GGによる教育的支援事業の小中学校視察**
嘉義駅

午後

台湾高鉄

台北駅

夕刻

タクシー

台北

夜

台北
2日目
4月23日
（土）

台北

再び、新幹線にて台北へ（約90分）
着後、
タクシー分乗にてホテルへ
（夕食は、嘉義出発前もしくは台北駅到着後にてご案内します）
ホテルチェックイン

朝

《台北泊》

ホテルにて朝食

終日

日中は、
フリータイム
各自、市内散策やお買い物などお楽しみください
各種オプショナルツアーもご用意しています

夜

台北福齢ロータリークラブ周年例会に出席
***会場『台北花園飯店』
との往復はタクシー分乗***
《台北泊》

朝

朝食はホテルにて
出発までフリータイム（ホテルは正午チェックアウト）

終日
3日目
4月24日
（日）

スケジュール

午後

タクシー

再集合後、
タクシーにて空港へ

台北空港

16：10

CX564便

夕刻発のキャセイ航空にて帰国の途に

関西空港

20：10

関西空港到着後、入国・通関手続き

※上記日程表に記載の時間は、平成28年3月3日現在の資料を基に作成されています。
※各交通機関などのスケジュール変更などにより、発着時刻も変更される場合があります。その場合、観光地の内容や時間などにも変更が
生じる場合があります。
ご了承ください。
気候（台北）
： 台北の気候は沖縄をイメージ下さい。
この時期は夏服で過ごせます。
日中の気温は25℃程度。朝晩は、19℃を下回ることも
あります。
渡 航 情 報： ビザ不要／入国時3ヶ月以上の残存期間が必要
ホ テ ル：グランド ハイアット台北／台北君悦大飯店（部屋指定無し）
台北で最も発展している世界貿易センターの一部。隣は台北の最新スポット“台北101”。ホテル内のバー「ZIGA ZAGA」は
雰囲気もよくイタリア料理も楽しめます。MRT台北101駅から徒歩2分です。

地区より地区研修・協議会のお礼状を
いただきました

4

14

ニコニコBOX

嶽下：杉村会員の卓話、楽しみです。ニコニコ
村橋：桜散る春。杉村さん卓話頑張ってください。
井戸本：ニコニコ
辻（一）
：欠席が続いており、深くお詫び申し上げます。
小林：ようやく春真っ盛りとなりました。ニコニコ
吉田：ニコニコ
山本：戸田先生、昨日のテレビ出演かっこよかったです。
高島：ニコニコ
金森：戸田先生の「ラジオ体操の本」参考にしています。
北村：人間ドック異常なしでした。ニコニコ
村上：今日は夏日で厚くなりそうですね。ニコニコ
満村：ニコニコ
岡本：欠席のお詫び。杉村さんの卓話楽しみです。
戸田：杉村さん、卓話楽しみです。
栗山：ニコニコ
坂本：ニコニコ
米倉由美（ゲスト）
：ニコニコ

本日合計 : ￥41,000
累

計 : ￥1,872,000

●出席報告
謹啓 陽春の候 ますますご清祥のこととお慶び申
し上げます。
日頃は一方ならぬご指導、
またお力添え
を賜りまして心より御礼申上げます。
お陰さまで当地区『2016-17年度のための地区研
修・ 協議会』
を無事に終了いたしました。
ご多忙中に
もかかわりませず、
ご出席を賜りまして誠に有難うご
ざいました。

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

33名
6名
1名
27名
5名

出席率
3月24日の修正出席率

ホストクラブ会員一同、精一杯準備をして参りまし
たが、何かと不行届きの点も多々ありましたかと存じ
す。何卒ご容赦下さいます様お願い申し上げます。

●本日のゲスト

末筆ではございますが、今後ますますのご多幸と
ご健勝をご祈念申し上げ、
まずは御礼のご挨拶とさ
せて頂きます。

●メイクアップ

謹白

坂本恵会員の事業所兼ご自宅の住所が
変更になりました。

坂本会員ご紹介

安達 昌弘
満村 和宏
井戸本 泰次
吉田 了

4月 3日
4月 3日
4月 6日
3 月22日

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
1名
0名

84.37 %
87.50 %

米倉 由美 様

春の家族会
春の家族会
東大阪RC
大阪東南RC

戸田会員、テレビ出演予定
4月27日（水）放送のフジテレビ系（8チャンネル）

新住所

21時からのホンマでっか!?テレビ
「ホンマでっかレ

〒530-0054
大阪市北区南森町2-3-8-404

ストラン タケノコご飯編」
で戸田会員が「ひざ評論
家」
として出演します。
お時間があれば観て下さい。

