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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！

（ 5月12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19日
第1106回（本年度 第41回）例会
本日のプログラム
♬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

次回 5/26 のお知らせ
■職業奉仕委員会主催 移動例会
山田晒染工業株式会社 訪問

皆さんこんにちは。
今週の月曜日（5月9日）に、皆さんにお知らせさせて頂きましたよう
に、チャーターメンバーであります犬飼直之会員がお亡くなりになり
ました。
ついこの間までは元気にしていましたが、残念でなりません。
ご家族への配慮から告別式などの詳しいことをお伝えできませんで
したことをご理解頂きますようお願い申し上げます。心からお悔やみ
申し上げます。
さて、本日は新しい仲間が誕生したします。今までも何回もゲストとし
てお越し頂きました米倉会員です。後ほど入会式を行う予定です。
ど

うか仲間として仲良くして頂きたいと思います。
よろ
しくお願い致します。

■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。

今週の
「奉仕の一世紀」
は、世界の平和と紛争解決に
ついて記載されています。特に1945年の国際連合創
立にロータリーは重要な役割を果たしたとあります。
そして当時国連職員がいなかったため、
ロータリアン
23名がオブザーバーとして、議事日程を進め、通訳
を行い、決議の文言について助言し、各国代表間の
言い争いの解決を助けたとあります。

■6月9日
（木）梅原会員の卓話でございます。
例会後2016〜2017年度第1回7月度理事会が開催
されます。次年度理事役員の皆さま宜しくお願いいた
します。

また、
インドのボンベイでのヒンズー教徒とイスラム
教徒との間での大暴動に仲裁者として街頭に出て
いったこと。
ラテン・アメリカにおけるペルーとコロン
ビアとの間での仲裁など平和づくりが紹介されてい
ます。
キューバのハバナで開催された1940年RI大会
「ロータリーはあなたの国の宗教や政情に何の関心
もないが、人間だれもが受けるに値する権利を国民
に認めない処遇をするなら、
ロータリーは、そこでは
運営できない」
以上で会長の時間を終わります。

幹事報告 (5/12)
2014-15年度第1105回（第40回例会）

幹事 檜皮 悦子

■5月12日
（木）辻一夫会委員の卓話でございますが、
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、第12回6月新旧合同理事会が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。
代理卓話として地区青少年奉仕委員の磯田邦子様に
お話ししていただきます。
タイトル：ロータリーの青少年部門
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」
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

■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
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
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5月21日（土）2016年度規定審議会報告
会およびIM編成に関する説明会が開催されます。
日時：2016年5月21日 9：30〜12：00
場所：大阪YMCA会館 2Fホール
④2015-2016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”
年次大会の地区行事報告や各クラブの活動を通じ
て参加者の皆さまにローターアクトを知っていただ
ける好機であると思います。
日時：2016年5月22日
（日）
登録開始：11：30〜
登録料：2,000円
懇親会：18：30〜
会費：4,000円
会場：関西外国語大学 中宮キャンパス
〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1
⑤2016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。
ソウル国際大会ご出席者のためのウェビナーのご案内
5月13日
（火）午前9：30より、2016年ソウル国際
大会に関するウェビナー（参加型のオンラインセ
ミナー）が開催されます。
ウェビナーでは皆様の
お役に立てる情報をご案内できればと、以下の
内容にそってご説明させて頂きます。
・ソウル市や大会開催地となる高陽市、大会会
場「KINTEX」への移動
・本会議、分科会、
ホスト組織委員会行事
・大会中のイベント情報
・プログラム冊子
・役立つリソース
・質疑応答

会議：14：00〜17：00
場所：大阪YMCA 2F大ホール
大阪市西区土佐堀1-5-6
⑧熊本中心の大震災において、
クラブ義捐金募金箱
に4月21日、28日両日で合計133,000円ご協力い
ただきました。災害支援積立金と共に30万円義捐
金として4月28日付で、第2720地区（熊本県・大分
県）
に送らせていただき、後日地区災害支援委員会
よりG月信等にて各クラブへ報告されます。温かな
お気持ち有り難うございました。
⑨2016年5月ロータリーレートは1ドル＝110円です。

ウェビナーのご参加に際しては、事前のご登録が
必要となります。
お手数ですが以下のURLより名／姓／メールア
ドレスを入力しRegisterボタンを押してご登録を
お願い致します。
https://attendee.gotowebinar.com/register/5820309154901456130
オンライン回線容量の関係で当日のご参加は
1,000名様までとなります。
この為、本ウェビナー
は録画され後日、録画リンクをご案内させて頂き
ます。
当日、
参加都合のつかない方や制限上ご参
加できなかった皆様には、
こちらよりご視聴いた
だけます。
皆さまのご参加をお待ち申し上げます。
国際ロータリー 米国本部

▲お誕生日のお祝い：左より北村 讓会員・木村 眞敏会員・嶽下 勇治会長

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
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

▲結婚記念日のお祝い：左より木村 眞敏会員・山本 肇会員・嶽下 勇治会長

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

120分

⑦第2660地区2016-2017年度 会員拡大増強セミ
ナー開催のご案内
日時：2016年6月18日
（土）
登録受付：13：30〜

▲事務所創立記念日のお祝い：左より小林 俊明職業奉仕委員長・
井戸本 泰次会員・戸田 佳孝会員・辻 義光会員・嶽下 勇治会長

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ＲＣ創立１８周年式典

檜皮 悦子 会員
私も教育に携わり40年余りになりますが、今なお
生徒たちから学ぶことの多い今日この頃ですが、家
庭教育の母親が占める割合は統計的にも、私自身
の経験からも80％と思います。保護者会でも私は
何時も
「母親ほど素晴らしい指導者、教育者はいな
い」
と申しており、子供の方向性、能力を弁えた上
で、線路に乗せてあげるのが親の役目であると思
います。
②精神面でも生徒を支えるために、専門家によるカウ
ンセラーを学校に滞在させている

2016年4月22日
（金）〜24日
（日）
にかけ、
グローバル補
助金による識字率向上支援事業視察＆姉妹クラブ台北
福齢RC創立18周年式典出席のため訪台いたしました。
今回は観光が計画されておりませんでしたが、元米山奨
学生、3520地区林華明（リンファミン）
ガバナーとの素
晴らしい出会い、そして台中にお住いの元米山奨学生
のVIVIちゃんとの懐かしい再会があり、彼女は流暢な日
本語で通訳を務めてくれました。
今回の参加者は嶽下会長夫妻・下岡会員・井戸本会員・
福田会員夫妻・安達会員・江川さん・檜皮計9名で関西
空港より10時40分のキャセイ航空にて桃園空港（とう
えん：タオユアン）
に向かいました。
空港では7名の台北福齢ロータリアン達にお迎えしてい
ただき、台湾新幹線にて嘉儀駅まで行き、嘉儀駅から支
援地、雲林県口湖郷成龍国民小学校（ユウリン、
コウフ
ウシャン、チエンルンコウシャウ）に向かい、西へ約1時
間車を走らせました。
支援事業させていただきました居住地は、人口29,257
人、9,647戸、21の村があり、地盤沈下により海水が浸
入し、何世代も続く貧困地帯で、人口構造も高齢化し子
供たちは祖父母、近所の人に預けて両親は出稼ぎの
為、大切な母親による家庭学習の不足、
また、家庭経済
援助の為、義務教育さえ子供たちに受けさせない家庭
が多い。若者はこの土地を離れても充分な教育を受け
ていないため就職先もなく、路上生活、薬物依存、非行
に走るという悪循環の繰り返しの地域である。貧富によ
り教育レベルの差が明らかに表れ、社会問題に大きく
影響を及ぼしており、その反対に経済的に裕福な家庭
の子供は親が幼児教育から、多くのお金を教育に費や
している。
今回の事業の目的は教育レベルの差をなくし、貧困家
庭の子供たちに学習の楽しさ・自信を与えることで学習
欲、学習に興味を持たせ、将来の夢を子供たちに与える
ことで、
教育と雇用関係の悪循環を改善することである。
特にこのプロジェクトの素晴らしさは、
①親との懇談また特に母親の教育・家庭指導も兼ね
ている。

③大手の広告会社が将来生徒たちの就職・大学への
道を支援援助する
④生徒の理由なき5回以上の欠席は参加資格を失う
（親からの協力の必要性）
⑤選ばれた生徒以外に他の生徒への良い影響を期
待している。
（開始時は45名の生徒であったが、1年間で生徒自
身の補習授業申し込みにより最終時には58名にな
りました）
指導科目におきましては、台湾では1998年より公
立小学校において英語教育が始まり、小学3年生よ
り週2回、40分授業を受けています。支援事業の個
別指導では義務教育必修科目を基に指導科目は
英語・数学・Readingによる読解力を中心に指導し
教科書は生徒たちの為に独自に作成され、到達レ
ベルを1学年落とし、生徒たちに満足度達成を目的
としている
（日本では公立において現在5、6年生が
英語活動としてNativeによる英語指導を受けてお
り、2020年から5、6年生は英語教育が実施される）
個別指導は資格の持っている教師による指導で、1クラ
ス3〜4人ずつ、1週間に5日各2時間、1学期18週、夏休
みは1週間に毎日5〜6時間指導する。
1年間の結果を校長先生よりお聞きしましたら、精神面
で指導しなければならなかった生徒は、15名、小学生
は全員目標点に達したが、中学生は14名中8名しか合
格点に達しなかった。
（全体で6割弱の目標達成である）
しかし、母親との月1〜2回の家庭教育指導のお蔭で家
庭から助けられることが多く、生徒たちは成績より人格
形成（道徳）面で大きく成長した。
とお話しされ、やはり
家庭教育の大切さを強調されました。
その後、教育関係者からの感謝状、台北福齢RC、大阪中
之島RCから先生方へお礼状、生徒たちへのお土産（文
房具）お渡しした。その後、生徒たちの授業風景を視察
し、支援地を後にしました。台北に戻り欣葉（きんよう：シ
ンエイ）
レストランにて台北福齢RC主催の“Welcome
Party”が開催されました。
2日目は17時に18周年式典が開催されるまで自由時間
でした。市中を散策する組とマッサージ組にわかれお時

間まで過ごしました。
式典は台北花園大酒店（ Taipei Garden Hotel）
で開催
され、いつもながらの華やかな催しが数沢山あり、特に
3520地区ガバナー祝辞は、米山留学生として2年間慶
応義塾大学大学院で学ばれましたので、流暢な日本語
を交えた素晴らしいご挨拶をされました。
また「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、
日本への最高のお土産になりました。

そ! 中之島ロータリークラブへ
ようこ

数日間でしたが、奉仕事業を通じて支援させていただく
喜び、
また参加いただきましたロータリアンとの更なる
絆を感じました。
文末ですが、楽しいお話をお聞かせくださいました嶽下
会長の奥様、ロータリアンにいつも元気を与えてくだ
さった福田会員の奥様ご参加いただきまして有り難うご
ざいました。

2015-2016 年度 第12回

米倉 由美会員 ご入会おめでとうございます

6月度定例理事会議事録（新旧合同理事会）

日 時：2016年5月12日
（木）
場

所：太閤園

2F サファイアルーム

出席者：嶽下・下岡・村橋・井戸本・小林・安達・北村・辻（義）
・高島・栗山・永井・檜皮・杉村

以上13名（敬称略）

配布資料：
・（配布資料-1）2015-2016年度年間行事計画
・（配布資料-2）2016-2017年度年間行事計画
・（配布資料-3）次年度予算（案）
・（配布資料-4）名誉会員名簿
・（配布資料-5）
ミリオンダラーミールについての表記

開会の挨拶（下岡会長）
旧理事会については、本日が最後です。皆様ありがと
うございました。
本日もよろしくお願いいたします。

審議事項
1. 2015〜2016年度年間行事計画について
変更箇所の報告

2. 2016年〜2017年度年間行事計画について
変更箇所の報告

合わせて300,000円をRI2720地区に4

月28日付で送金。

⇒［ 承認 ］

②新入会員 米倉様の職業分類について
総合建設業から電気通信工事業に変更

⇒［ 承認 ］

③次年度予算（案）について

④名誉会員の推薦について ⇒［ 継続協議 ］
⑤クービズ期間においてのガバナー公式訪問日及びガ
⇒［ 承認 ］

野田村への支援
台北福齢RC 200,000円

大阪中之島RC 400,000円

合計1,000,000円

を計画、支援品はスポーツ用品、音楽用備品
東北への支援は一定の役割が終えたと判断、次年
度で終了と考える。
・障害者福祉施設【成美学寮】への支援
次年度も大阪天満橋ロータアクトクラブの協力を得
て11月末の土曜日に寮生と共に餅つき大会を実施
予定。

①針谷会員の退会届の受理

バナー補佐訪問日の服装は、上着・ネクタイを着用する。

4. 次年度奉仕事業について
地区補助金 400,000円

【協議事項】

⇒［ 承認 ］

例会時募金箱より133,000円、災害支援積立金より

・東北

・九州地方の大震災についても支援を検討する。

次年度期首会員数の変動に応じて修正する。

3. 九州地方義捐金について
167,000円

・三世代合同社会奉仕事業

⑥クラブ細則 第2節クラブ奉仕委員 3項小委員会構成
について
委員について細則付記を検討する。 ⇒［ 継続協議 ］
⑦移動例会における訪問先へのお礼状

⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（村橋会長エレクト）
本日も有難うございました。
6月より次年度理事会がスタート致します。
よろしくお願い致します。

2016年ソウル国際大会 国際ロータリー
第2660地区 大阪ナイトのご案内
2660地区では、
ソウル国際大会に参加される皆様が
一同に会して懇親を深める場所として、
開会式前日に
「大阪ナイト」
を下記の通り企画致しました。
ソウルで
は姉妹クラブとの交流や、
クラブ内会員相互の交流を
目的とした食事会をご予定されることと思います。
そ
れら食事会前の都合の良い時間に立ち寄って頂き、
地区内メンバーとの交流を深めて頂きたいと存じます。
日 時：2016年5月28日
（土）
16：30 受付開始（ロビー階）
17：00〜19：00 大阪ナイト
＊開催時間内の都合の良いお時間にお越し頂き、
お好きな時間にお引き取り頂けるように致して
おります。尚、
クラブ会長・会長エレクト・地区出
向役員には一言ご挨拶をお願い致します。
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

住

所：ソウル 龍山区 Sowol-ro 322, Seoul, 大韓民國,
04347

電

話：+82 2 797 1234

http://seoul.grand.hyatt.com/ja/hotel/home.html
会

費：5,000円／お1人様
※事前に下記口座へお支払ください

形

式：ビール・ワイン・ジュースなどのフリードリンクと、
カナッペなどの軽食をご用意した立食形式のレセ
プション

5

12

ニコニコBOX

嶽下：米倉さん、
ご入会おめでとうございます。
下岡：ニコニコ
檜皮：犬飼会員、
「檜皮がいないと寂しいよ」
と言って
くださる方がおられなくなりました。
もう一度お会いしたかったです。
井戸本：久しぶりの晴天です。ニコニコ
小林：悲しいことがある５月ですが我々は頑張りま
しょう。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
高島：檜皮さん、卓話楽しみにしています。
北村：新入会員米倉さんをよろしくお願いします。
5月5日で68歳になりました。
村上：今日は快晴です。ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ
木村（眞）
：ニコニコ
戸田：檜皮幹事、お兄様の叙勲おめでとうございます。
親子二代続けての叙勲はすごいですね。
栗山：ニコニコ
坂本：米倉さんをよろしくお願いします。ニコニコ
米倉：本日より入会いたしました。
どうぞよろしくお願
い致します。

本日合計 : ￥43,000
累

ドレスコード：なし
振込先：りそな銀行

計 : ￥1,975,460

大阪営業部 （普通）1651523

口座名：ロータリー第2660地区 予備口座
ロータリーダイニロクロクゼロチク ヨビコウザ
登録及び振込は4月28日
（木）
までにガバナー事務所宛て
にFAXまたはメールしてください。
FAX：06-6264-2661 メール：gov@ri2660.gr.jp

大阪中之島ＲＣ会長杯ゴルフコンペ

西田 末彦

2016年5月14日
（土）万壽ゴルフクラブにて大阪中之島
RC会長杯ゴルフコンペを開催いたしました。
当日は、天候に恵まれ絶好のコンディションのなかでプ
レーすることができました。優勝はゲストでご参加くださ
いました黄山様、
おめでとうございます。
万壽ゴルフクラブは故犬飼会員のホームコースでもあ
ります。
ご冥福をお祈り申し上げます。
次回は11月頃に開催予定です。大勢のご参加をお待ち
しています。

●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
2名
23名
8名

出席率
4月14日の修正出席率

●メイクアップ
藤本 淳司
下岡 陽一郎

4月 6日
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

74.19 %
90.62 %
ガバナー杯野球表彰式
ガバナー杯野球表彰式

本日のメニュー

・カレーライス ・サラダ、
コーヒー

