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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21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28日
第1104回（本年度 第39回）例会
本日のプログラム
♬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
※次週5月5日
（木）の例会は休会です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 5/12 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話

姉妹クラブ台北福齢RC創立
18周年、支援事業視察報告
代理卓話 檜皮 悦子 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。
「奉仕の一世紀」世界社会奉仕の最終章を少しご紹介いたします。
＝ 国際奉仕はお金を出すことだけではない。
お金だけを与える行為

■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
■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。
■5月26日
（木）
は企業訪問のため移動例会でございま
す。詳細は小林職業奉仕委員長よりご説明がござい
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

は、満足感は得られても個人的な感情に掛けている。
ロータリアンにとって、国際奉仕の最大の報酬は、他
文化への橋渡し役になるという個人的な満足感であ
り、世界各地の虐げられた、恵まれない住民を援助す
るために時間と才能を使うという思いやりの喜びで
ある。
そして、真実、誠意、忠実など、人生に大切な他の信
条と同様に、国際奉仕はロータリアン個人から始ま
る。＝
明日4月22日から台湾へ行ってまいります。
グローバ
ル補助金を使った教育補助支援事業、奨学生支援、
台北福齢RC周年記念例会に参加してまいります。
詳しくは、後日檜皮幹事から報告を予定していますの
でよろしくお願い致します。
以上で会長の時間を終わります。

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。
①2015〜16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
②2015〜16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

幹事報告 (4/21)
2014-15年度第1103回（第38回例会）

幹事 檜皮 悦子

■4月21日
（木）高島会員の卓話でございます。
■4月22日
（金）〜24日
（日） 姉妹クラブ台北福齢ロー
タリークラブ創立18周年式典に出席のため訪台いた
します。22日はグローバル補助金による支援事業視
察のため嘉儀（かぎ）に向かい小学校・中学校を訪問
します。
ご家族合わせて9名のご参加です。
出発日は8：40にアイランド キャセイ パシフイックに
てご参集ください。パスポートをお忘れなくお願いい
たします。
■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。

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
③2016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

■5月12日
（木）辻一夫会委員の卓話でございますが、

言葉の意味が分かり、ロータリー・新しい家族・

幹事が代理卓話をさせていただきます。
4月22日
（金）

新しい友人・そして新しい視野を得ることができ

からの姉妹クラブ台北福齢RC18周年式典・視察報告

ると思います。是非！ご出席ください。

についてお写真と共にご報告させていただきます。

2017年

例会後、新旧合同理事会が開催されます。

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
2020年

6月1日〜5日

米国 ハワイ州 ホノルル

⑦2015-2016年度 国際ロータリー第2660地区ロー
ターアクト地区年次大会 本登録のご案内
大会テーマは“Connect with the future”

6月7日〜10日

年次大会の地区行事報告や各クラブの活動を通じ

④2016年〜17年度地区補助金の申請受け付けが

て参加者の皆さまにローターアクトを知っていただ

2016年3月1日より開始され、2016年4月30日ま

ける好機であると思います。
日時：2016年5月22日
（日）

で受け付けられます。2016年8月以降社会奉仕、

登録開始：11：30〜

国際奉仕活動に利用できます。

登録料：2,000円

地区補助金は原資（地区DDFの50％以下）が枯渇

懇親会：18：30〜

次第、受付が終了しますので、
申請書の提出を急い

会費：4,000円

でお願いいたします。

会場：関西外国語大学

⑤2016年春のRYLA セミナーのご案内

中宮キャンパス

〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1

日時：4月29日
（金）〜5月1日
（日）

⑧［熊本・大分地震災害支援

会場：ホテル・ロッジ舞州（まいしま）

義捐金募集要領］

目的：被害者への緊急支援・復興支援

スケジュール：

義捐金額：多寡を問わないが、被災地区の状況

13：00

登録開始

13：30

開講式

14：00

基調講演：安原武志氏「献血

を鑑みご検討ください
送金先：第2720地区（熊本県・大分県）

みんな

送金締切日：2016年5月6日
（金）

でつなぐ 命のリレー」
研修

⑨第2660地区2016-2017年度 会員拡大増強セミ

RYLA：Rotary Youth Leader Awards

ナー開催のご案内
日時：2016年6月18日
（土）

若い人々の中にある、指導者としての資質を啓

登録受付：13：30〜

発すると共に、青少年指導者としての知識と技術

会議：14：00〜17：00

の向上を目的とするプログラムです。2660地区

場所：大阪YMCA 2F大ホール

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。

大阪市西区土佐堀1-5-6
⑩2016年4月ロータリーレートは1ドル＝116円です。

⑥FRF：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
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

前略

平素はクラブ運営にご尽力賜り、厚く御礼申し上

げます。
さて、国際ロータリー第2660地区の次年度ポリオ撲滅
寄付金の年間目標額が1人当たり$60となりました。
現在、当クラブでは、年間1人当たり3,000円（今月のRI
レート$1＝116円で換算し約$26）をご寄付いただい
ておりますが、
それでは地区の目標額に達しません。

プログラム：
＜第一部＞フォーラム 90分

従って、次年度より年間1人当たり$60（現時点では

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

次年度 ポリオ撲滅寄付金
会長エレクト 村橋 義晃
についてのお願い

120分

6,960円）
のご寄付いただくことを4月14日のノミニー理
事会にて承認を得ましたことをここにご報告いたします。
皆様方のご理解、
ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

早々

クラブ戦略計画 について

高島 凱夫 会員
され、組織のサバイバルと発展に対応しています。企業
統治は、社長以下経営陣が、縦組織で繋がり、長期的ス
パンで継承されて行きます。
ロータリークラブの運営は、全ての管理職が「単年度」
で
交代するため、
クラブの中長期的な目標や成長戦略を、
単年度の理事会で定めることは実に難しいことです。
そ
こで、RIは企業での中・長期計画をクラブの活性化のた
めに取り入れ、
「クラブ戦略計画」の立案を推奨した訳
です。
1. ロータリーは時代の変化と共に常に変わって行か
大阪中之島ロータリークラブの「クラブ戦略の目標」は、
理事会の承認を受け
「①地区内中堅クラブを目指す。②
奉仕活動の目的を総ての会員が共有し、参加意識を向
上させる。」
です。
会員増強目標として
「25周年までに38名以上の、30周
年までに45名以上の会員数に」
としています。
近年、RI会長、あるいは地区ガバナーは「ロータリーの
変革・改革」
を前面に押し出しています。
「ロータリーを
現代社会のニーズに適応したものに変革・改革をしな
ければ、
ロータリーに未来はない」
と言うことです。
皆様方は、
ロータリークラブに入会して、
ロータリーライ
フを充分に楽しんでいると思います。ある時、
この組織
の将来について考えたこともあると思います。私は、
ロー
タリーが未来に継続されていくもの、継続されて欲しい
と考えています。
そのための改革は必要です。
しかし、
「何が何でも、改革に向けてロータリーの伝統・
良い点などを全てかなぐり捨てて改革をする」
と言うこ
とではありません。

なければならない。
2. クラブ活動に魅力がなければ会員候補者は集まら
ない、既存会員は退会して行く。
これは、
ロータリーの創始者、
ポール・ハリスの名言の一
つです。時代の背景は、
日々、刻々と変わって行きます。
ロータリーの目的や、価値観、
そして原理原則は常に不
変なものです。
しかし、組織の運営方法は、現在の社会
情勢やニーズにマッチするように、変えて行かなければ
なりません。
やはり、
これからの時代は、
より一層魅力のあるクラブ
へ、新会員が、
より多く集まって来ると思います。そうな
ると、
クラブがしっかりとした運営方針・会員研修計画な
どを持っていないと、取り残されていくことになります。
その様な観点からも、
「クラブ戦略計画」を立てること、
会員全員がそれに対する共通認識を持たなくてはなら
ないでしょう。それでないと
「クラブの継続的な発展は
望めない」
ということです。

「ロータリーの目的」
「 中核的価値観（奉仕・親睦・多様
性・高潔性・リーダーシップ）」
「四つのテスト」
などは
「不
変の基本的理念」
です。
これらのように、変えてはならな
い、
これを変えればロータリーの根幹が崩れ去ってしま

本日のメニュー

う・歴史も重みのある事柄は変えてはならないのです。
会員減少がここ10数年顕著に見られ、RIも危機感を以
て会員増強に力を入れています。2012年以降、会員数
は全国的に下げ止まりの傾向にありますが、少子高齢
化時代に入り、働き手が減少して行く中で、右肩上がり
のV字回復は期待は出来ません。
クラブの寿命は、
「 会員基盤」
と
「クラブの活動内容」が
しっかりしていなければ、決して永遠に安泰と云う訳に
は行かないものと思われます。
企業では、
「経営理念や社是」に基づき、変わり行く社会
的・経済的なニーズにマッチした
「中・長期計画」が立案

・魚と野菜のコンカッセのムース スモークサーモン添え
・牛フィレ肉のステーキ温野菜添え イタリアンソース
・菜の花とトマトのサラダ、
コーヒー、
パン

台北福齢ＲＣ創立１８周年式典出席とグローバル補助金による支援事業視察
2016年4月22日〜24日に姉妹クラブ台北福齢RC創立
18周年式典・グローバル補助金による支援事業視察の
ため訪台しました。
22日
（金）
は支援地雲林地区の興圀小・中学校を訪問し
ました。支援地近くにお住いの元米山奨学生のVIVI
ちゃんがお迎えしてくれ、巧みな日本語で通訳してくれ
ました。現地では校長先生より、1年間の学習環境の向
上による生徒たちの学習意欲の成果、
また学びの場を
拠点とした地域の在り方の変化などのについてお話し
されました。
その夜の“Welcome Party” では下岡直前会長より、
「The seeds of this generation are the blossom of the
next generation; the blosom of this generation is the
fruit of the next generation 」

奉仕事業においての継続性の素晴らしさをお話しされ
ました。
23日
（土）は何時もながらの盛大な式典が開催され、嶽
下会長は「2年続けてのグローバル補助金によるプロ
ジェクト支援の感謝、
そして今後さらなる姉妹クラブとし
ての絆を深めたい」
と大阪中之島RCを代表してスピー
チされました。
その後、福田奨学委員長が奨学金の授与
をされました。
また、ご 出 席されておりました、3 5 2 0 地 区 、林 華 明
（Venture）
ガバナーが元米山奨学生でおられ、
「上を向
いて歩こう」
「大阪中之島RCソング」
をご一緒していただ
きました。大阪中之島ロータリアンにとりまして、最高の
思い出深い式典になりました。謝謝

ソウル国際大会の閉会本会議
（祝賀会）
で
表彰される事になりました
今年度、2660地区ポリオ･プラスのDDF寄付額が世
界全地区で第2番目の多額寄付のため、
ソウル国際
大会の閉会本会議（祝賀会）
で表彰される事になりま
した。
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ニコニコBOX

嶽下：明日から台湾に行ってきます。ニコニコ
下岡：ニコニコ
檜皮：高島会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。
小林：熊本震災の一日も早い復興を願って
吉田：ニコニコ
高島：本日の卓話、
よろしくお願いします。
村上：ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

33名
6名
3名
23名
7名

出席率
3月31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
1名
0名

76.66 %
87.50 %

●本日のゲスト

木村（佳）
：ニコニコ

坂本会員ご紹介

満村：ニコニコ
井本：今度野球部で練習することになりました。
米倉由美（ゲスト）
：ニコニコ

本日合計 : ￥28,000
累

●出席報告

計 : ￥1,900,000

米倉 由美 様

●メイクアップ
藤本 淳司
戸田 佳孝
満村 和宏
吉田 了

4月
4月
4月
4月

3日
3日
9日
8日

春の家族会
春の家族会
地区研修協議会
大阪城東RC

