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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28日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 5月 ）

青少年奉仕月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2016年5月12日
第1105回（本年度 第40回）例会
本日のプログラム
♬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
■第11回新旧合同理事会
13：40〜 サファイアルーム

次回 5/19 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 ロータリーの青少年部門について
講師 地区青少年奉仕委員
磯田 郁子 様
辻 義光 会員
■第4回 新旧クラブ協議会
13：40〜 サファイアルーム

皆さんこんにちは。
先週の4月22日から2泊3日で台湾へ行ってまいりました。今回の訪
台の目的は、一つ目は、台北福齢RCが提唱し、大阪中之島RCが共同
提唱しましたグローバル補助金を使ったプロジェクトに参加してきま
した。勉強ができない家庭環境にある子供たちを集め、補習授業を
実施しているものです。授業参観と校長先生からのお話をお聞きしま
した。計画以上の成果を得ている状況でした。
二つ目は、台北福齢RCの18周年記念例会参加と奨学生に対する奨

学金の授与を実施してきました。今年度は、2名の学
生に対する授与となりました。
記念例会の始まる前に、D3520地区林華明ガバナー
が私のところに見えまして、ベトナムでのVTTプロ
ジェクトに私どもにも参加させていただいてありがと
うございました。
との言葉を頂きました。そして、台湾
でもVTTを現在計画中ですとも言われました。
びっくりしましたね！ まさか、いきなりベトナムでの
VTTプロジェクトが台湾にまで注目されていたとは驚
きでした。台北福齢RCも共同提唱していたとはいえ、
私を呼び止めてまで話をされたとは、改めて我々の
ベトナムVTTプロジェクトは大きな価値があると思わ
れました。
また、林ガバナーから記念例会でのあいさつの中で、
ベトナムVTTを紹介して頂いたり、懇親会でも、飛び
入りで私たちと一緒に
「上を向いて歩こう！」
を歌った
り、
「大阪中之島ロータリーソング」
を一緒に歌ってい
ただくなど、大阪中之島RC一色の感がありました。今
回の訪台は、今までにない充実したものであったと
感じました。
参加していただきました会員の皆様方そしてご家族
の皆様方には心から感謝申し上げます。
ありがとうご
ざいました。

議題：IM再編成について
本年度会長からの引き継ぎ
次年度会長の抱負等
会費：10,000円
■5月26日
（木）
は企業訪問のため移動例会でございます。
集合：12：00

現地集合

場所：〒533-0004 大阪市東淀川区小松3-20-38
山田晒染工業（株）TEL：06-6328-0208
■6月2日
（木）は委員会報告でございます。各委員会宜
しくお願いいたします。
■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。
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

これで会長の時間を終わります。

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。

幹事報告 (4/28)
2014-15年度第1104回（第39回例会）

幹事 檜皮 悦子

■4月28日
（木）戸田会員の卓話でございます。

日時：2016年5月21日
（土）
登録：12：30〜
開始：13：00〜

■5月5日
（木）祭日につき休会でございます。

終了：16：00

■5月12日
（木）辻一夫会委員の卓話でございますが、

場所：大阪YMCA会館 2Fホール

幹事が代理卓話をさせていただきます。
4月22日
（金）
からの姉妹クラブ台北福齢RC18周年式典・視察報告
についてお写真と共にご報告させていただきます。
例会後、新旧合同理事会が13：45よりサファイアルー
ムにて開催されます。
■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
■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13：45よりサファイ
アルームで開催されます。
■5月24日
（火）IM第6組第1回新旧合同会長・幹事「睦
輪会」が開催されます。
日時：2016年5月24日
（火）18：30〜
場所：ヒルトン大阪 4F「金閣の間」

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
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
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
日時：4月29日
（金）〜5月1日
（日）

〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1
⑧［熊本・大分地震災害支援

会場：ホテル・ロッジ舞州

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 みんな

を鑑みご検討ください
送金先：第2720地区（熊本県・大分県）
送金締切日：2016年5月6日
（金）

でつなぐ 命のリレー」
講演後〜

中宮キャンパス

⑨第2660地区2016-2017年度 会員拡大増強セミ

研修

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5月ロータリーレートは1ドル＝110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

5月のお祝い
Congratulations!

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

北村

讓 ［ 5 日］

嶽下 勇治 ［ 9 日］
松任 保勇 ［18日］
木村 眞敏 ［19日］

●結婚記念日

プログラム：

犬飼 直之 ［ 1 日］

＜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

●誕生日

120分

木村 眞敏 ［ 1 日］
山本

肇 ［25日］

●事業所設立記念
西田 末彦

株式会社ニシダ［昭和40年］

井戸本 泰次

井戸本会計事務所［昭和53年］

辻

義光

株式会社マトリックス［昭和60年］

戸田 佳孝 （医）貴晶会 戸田リウマチ科クリニック
［平成10年］

整形外科開業医の職業奉仕

戸田 佳孝 会員
ちに自分で治す努力だと僕は思います。
膝は年齢とともに痛くなりやすく、膝の障害は寝たきり
の原因となります。膝の痛みの予防は膝を伸ばす太腿
の筋肉を鍛えることです。方法は、ひざの裏で家庭用体
重計の上のトイレットペーパーをグーッと下に押しつけ
て、五秒間で最大の数値を記録します。最大筋力の
80％の目盛になるようにトイレットペーパーを数回押さ
えて、80％の力がどれぐらいの力の入れ具合か感覚で
つかみます。感覚をつかめば、毎回、体重計はいりませ
ん。
おおよそ80％の力で枕やバスタオルを丸めて、
ワン
セット20回押さえつけるようにして1日に3回以上行い
ましょう。

整形外科開業医の僕にできる職業奉仕は、同業者の常
識を守ることよりも世間の皆様への奉仕を最優先する
ことだと考えます。
世間では医療費を増大させているのは高齢化のためだ
と信じこまれていますが、実はそれよりも先端医療実施
費用の増加によるところが大きいです。最近は、公立病
院も独立採算制になっているので、最先端で高額な治
療を薦めてくることがあります。確かに、本当に最先端で
高額な医療によって助かる人もいることは事実ですが、
最先端医療で医療費が増大した分をどこかで埋め合わ
せする必要があります。
それは、病気が重症化しないう

ラジオ体操には、血圧を下げ、血行をよくするなどの良
い点もあります。
しかし、
ラジオ体操だけでは膝などの関
節疾患は予防できません。壁にもたれてスクワット運動
などを併用しましょう。高齢者の方々がもっと脚の筋トレ
を行えば、最後まで自分の脚で歩ける方が増え、結果的
に介護を受ける人の割合が減り、介護保険制度の財政
による破綻という最悪の事態を防ぐ可能性もあります。
つまり、脚の筋トレは自分のためだけはなく社会のため
になると考えて頂きたいと僕は思います。

【 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

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

卓話担当者

祝日②
卓話担当：辻（一）会員
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

2日
（木）

1108

43

ホームクラブプログラム

卓話担当者

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

30日
（木）

1112

47

会議、行事

委員会報告
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

卓話担当：吉田会員
会長・幹事退任挨拶
下半期新入会員歓迎会

嶽下会長、檜皮幹事
夜例会

【 16年7月 行事予定】
日付

通算No.

今期

7日
（木）

1113

1

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会長・幹事方針

村橋会長、杉村幹事

会議、行事

14日
（木）

1114

2

五大奉仕委員長方針

西田クラブ奉仕委員長
満村職業奉仕委員長
辻 義光社会青少年委員長・ 第2回8月度理事会
岡本青少年奉仕担当
栗山国際奉仕委員長

21日
（木）

1115

3

クラブ奉仕委員会
クラブフォーラム

西田クラブ奉仕委員長

(小)委員会活動方針

高島SAA委員長
木村会計委員長
井戸本例会運営小委員長
檜皮会員増強維持小委員長
辻 一夫親睦活動小委員長・
山本会員研修小委員長

28日
（木）

1116

4

RI地区会議行事、
クラブ行事
7/3（日）
米山奨学委員会 関西学友会総会
会場未定
7/30（土）
第1回クラブ国際奉仕委員長会議
14：00〜16：30 / 薬業年金会館
◆IM6組会長 幹事会
◆3クラブ会長・幹事・社会奉仕委
員会会議
◆クラブ戦略計画委員会

4

28

金森会員が、瑞宝双光章を
授与されることになりました

ニコニコBOX

嶽下：台北福齢RCと親睦を深めてきました。
下岡：台北福齢RC18周年記念に参加してきました。

私は、平成28年春の叙勲に際し、はからずも瑞
宝双光章の栄に浴し本日（5月12日）、文化科
学大臣より勲記、勲章を拝受し皇居に参内し天
皇陛下に拝謁とともにお言葉を賜る栄を戴くこ
とになり身に余る光栄に存じます。

村橋：本日早退のお詫び

昭和47年歯科医院を開業と同時に枚方市立
中宮中学校、樟葉西小学校、伊加賀小学校を
経て昭和62年より大阪府立枚方高校の学校歯
科医を本年4月まで務めさせて頂きました。

高島：戸田君、本日の卓話楽しみにしています。

また啓光学園（現常翔啓光学園）中学・高校の
学校歯科医を昭和45年よりさせて頂いており
ます。その間に、枚方歯科医師会・大阪府学校
歯科医会・日本学校歯科医会の各会務に参画
させて頂き
「歯・口の健康づくり」
を通じて、子ど
もたちの健康増進に私の歯科医としての目標
である
「子ども達に伝えよう！正しい歯科医知識
を！」
を目指して、学校歯科医の立場で指導・助
言に努めてまいりました。
今後はこの栄誉に恥じることのないよう一層精
進いたす所存でございますので何卒一層のご
厚誼ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
金森市造
瑞宝双光章：
日本の勲章の一つで、2003年5月の閣議決定「勲章
の授与基準」によれば、公共的な職務の複雑度、困
難度、責任の程度などを評価し、職務を果たし、成績
を挙げた人に授与される。

檜皮：戸田会員、本日の卓話たのしみにしております。
訪台ご参加いただきました皆様、お疲れ様でした。
井戸本：戸田先生、戸田節聞かせていただきます。ニ
コニコ
吉田：ニコニコ
北村：雨いやですね。
村上：雨ですね。戸田先生、卓話頑張ってください。ニ
コニコ
西田：戸田先生、卓話楽しみです。
戸田：高島先生、
卓話聞けずに申し訳ありませんでした。
坂本：ニコニコ
台北訪問メンバー：ニコニコ

本日合計 : ￥32,460
計 : ￥1,932,460

累

●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
3名
26名
4名

出席率
4月7日の修正出席率

●メイクアップ
北村

讓

4月 6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
0名
0名

86.66 %
84.37 %
米山オリエンテーション

本日のメニュー

tulations!
Congra

下岡会員がガバナー杯野球大会
最優秀選手賞の表彰を受けました。

小鉢二種 豆鯵南蛮漬け 蓬麩の田楽
造 り 鯛とズッキーニとサーモンの醤油ジュレかけ
蓋 物 和風ポトフ
新じゃが 牛スジ ミニ玉葱 ミニトマ 人参 蓮根
焼 物 サーモン野菜けんちん焼 若竹ふくさ
海老 出し巻き 酢取生姜
食 事 白御飯 香の物
止 椀 赤出汁

