
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！
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青少年奉仕月間

本日のプログラム

月間テーマ（5月）

第1107回（本年度 第42回）例会

次回 6/2 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
　12：00～　現地集合

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員長
●卓話　自己紹介
　米倉 由美 会員

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

こんにちは。

地区青少年交換委員会の磯田郁子様ようこそお越し頂きました。今
月は青少年奉仕月間でありまして、卓話をしていただくことになって
います。後ほどよろしくお願い致します。

そして、米山奨学生のルー・シェン・ユウさんがお越しになりました。こ
ゆっくりお過ごしください。

本日は、例会前に犬飼直之会員を偲ぶ会をさせていだきました。早
瀬会員から、「般若心経」と「妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈」を唱え



ていただき、出席者全員によるお焼香をしていただ
きました。お悔やみ申し上げます。

先週の土曜日に、本年度最後の会長杯ゴルフコンペ
が行われました。今回は、万寿ゴルフクラブでの開催
でしたが、犬飼会員のホームコースであり、犬飼会員
にとってもらったゴルフ場で、一緒にゴルフをする予
定でした。

スタート前にみんなで黙とうをした後プレーを始め
ました。なぜか犬飼会員が近くで応援して頂いてい
るような感じがしました。

つぎに、皆さんもご存じの方もおられると思います
が、チャーターメンバーの針谷会員が、6月末をもっ
て退会したいとの意向で、先週の理事会で承認する
ことと致しました。当初は、以前から足が悪く出席免
除規定を受けられていましたが、いったん退会をさ
せていただきたいとの意向でありました。

今度は、うれしい報告です。金森会員が今年の春の
叙勲を受けられました。「瑞光双光章」で非常に名誉
なことであます。心からお祝いをさせていただきたい
と思います。

最後に、今年1月に実施しましたベトナムVTTプロ
ジェクトが正式に、closed（クローズド）されましたこと
を報告します。申請からclosedまで、見事なまでに短
期間で適格な処理をしていただきました栗山VTT委
員はじめ皆さん方には心からお礼を申し上げます。

次年度は財団では100周年記念の年に当たります。
このVTTプロジェクトが6月までに完結できたという
ことは、財団での表彰の対象になるのではないかと
考えています。

いずれにしても、この素晴らしい内容のプロジェクト
を、他のクラブ、他の地区など沢山の支援をいただき
ましたが、大阪中之島ロータリークラブの、この小さ
なクラブがこんなにも大きな事業をやったのだとい
う誇りをもって頂きたいと思っています。

以上で会長の時間を終わります。

2014-15年度第1106回（第41回例会）
幹事報告 (5/19)

幹事  檜皮 悦子

■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（昼食は用意されております）
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。
各委員会報告の後、米倉会員の自己紹介がございます。

■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。

■6月16日（木）は山本会員の卓話でございます。

■6月23日（木）は吉田会員の卓話でございます。

■6月30日（木）夜例会・下半期新入会員歓迎会です。
（会長・幹事退任挨拶）

■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。

①5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

②2016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（土）9：30～12：00
場所：大阪YMCA会館 2Fホール

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

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。

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

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～
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。

金森会員、瑞宝双光章授与おめでとうございます。

Congratulations!



ロータリーの青少年部門について

辻 義光 会員、 講師 ： 地区青少年奉仕委員　磯田 郁子 様

私とロータリーの関わりは1983年にRYLAに参加した
ことから始まります。その後以下のように青少年部門と
のつながりが現在まで続き、様々な場面でこの青少年
部門の連携について考えてきました。

◇1984年に大阪淀川ローターアクトクラブにチャー
ターメンバーとして入会。

◇1992～93年度、RI第2660地区ローターアクト地
区代表を務める。

◇1996年　ローターアクトクラブを定年退会、大阪東
淀ロータリークラブ（2009年に大阪ちゃ
やまちロータリークラブと統合し、大阪東
淀ちゃやまちロータリークラブになる）に
入会。

◇1997年～2003年度　地区ローターアクト委員

◇2003年～2004年度　地区ローターアクト副委員長

◇2004年～2005年度　地区ローターアクト委員長

◇2006年～2009年度　地区米山奨学委員会委員

◇2009年～2010年度　地区米山奨学委員会副委
員長

◇2010年～2011年度　地区米山奨学委員会委員長

◇2010年～2011年度　大阪東淀ちゃやまちロータ
リークラブ会長

◇2011年～2013年度　地区青少年交換委員会委員

◇2013年～2015年度　地区青少年交換委員会副
委員長

◇2015年～2016年度　地区青少年交換委員会委
員長

ご承知のようにインターアクトと青少年交換は16歳～
18歳の高校生を、ローターアクトは18歳から30歳まで、
青少年交換から帰国したROTEXと呼ばれる青少年交

換学友は帰国後主に社会人になるまで、米山奨学生は
18歳から40歳までの学生を対象としています。RYLAは
これらのロータリーの青少年部門の対象者がそれぞれ
参加できるプログラムです。

現在、当地区ではインターアクトは8クラブ、ローターア
クトは19クラブあります。

私はこのような同じ世代の若者がロータリーという輪の
中でお互いに関わり合いを持ち、ともに活動し、将来は
ロータリアンとなってくれることが理想だと考えます。

今年からはロタキッズやアーリーアクトクラブといった
活動への取り組みが諸外国から始まりつつあり、当地区
青少年活動委員会でも検討されようとしています。

この青少年部門はロータリーの五大奉仕部門であり、最
も大切な部門だといっても言い過ぎではないと思います。

皆様もこれからもたくさん青少年に関わっていただきま
すようお願い申し上げます。

地区よりの委嘱状を受ける村橋会員



開会の挨拶（嶽下会長）
皆様のご協力のもと今年度の奉仕活動もすべて終了
いたしました。
ありがとうございました。
本日は次年度への引継ぎ等、宜しくお願い致します。

審議事項

クラブ奉仕委員会

井戸本 委員長

各小委員会委員長のもとそれぞれ活動を積極的に取
り組んでいただき当初の目的を達成していただいて
おりますことをご報告いたします。

西田 次年度委員長

クラブ奉仕委員会は、例会運営、会員増強・維持、親睦
活動、会員研修の各小委員会と連携し、大阪中之島
RCがより活性化し発展する事を目指します。また、会
員個々が充実したロータリーライフを過ごせるように
尽力いたします。

会員増強・維持小委員会

辻義光 委員長

今年度の会員増強維持委員会としては会員増強5名、
退会者0を目標としておりました。

会員増強は会員皆様のご協力をいただき3名の方が
入会されました。目標とした5名には届かなかったで
すが、増強への意識は皆様に理解していただけたと
思っています。

もう一つの目標であります退会者0は会員同士の連繋
の良さが発揮され達成されました。

その他の活動としては、新入会員の選考方法、過程、
手順をフローチャート化して、推薦者、理事会、会員増
強維持委員会の役割を明確化しました。

檜皮 次年度委員長

クラブ戦略計画委員会、理事会決定により大阪中之島
ロータリークラブ目標「地区内中堅クラブを目指す」が
決められました。目標に沿って3年後、5年後の先を見
据えて、今を改善して行かなければなりません。従って、
今年度が何人ではなく、充実したクラブ組織を継続す
るためにも、クラブ創立25周年までに38名目指したい
と思います。会員増強だけなく会員退会防止にも重き

第4回　クラブ協議会[新旧合同]（2015～2016年度）

日　時：2016年5月19日（木）　13：40～
場　所：太閤園2F　サファイアルーム

出席者：新旧理事役員・新旧各委員長、等
　　　　嶽下・下岡・村橋・井戸本・辻 義光・辻 一夫・西田・安達・木村佳弘・永井・檜皮・杉村（敬称略）

を置き、会員全員のクラブ行事への参加を促します。

入会候補者時には、2015～16年度辻義光委員長の
ご指導をうけ、マニュアルに沿って選考させていただ
きます。

例会運営小委員会

村橋 委員長

今年度の例会運営については、親睦活動委員会、SAA
の皆様のお蔭にて、アットホームな雰囲気で、円滑な
例会運営をして頂きました。

例会に来られたゲストの方々も会員の方々が醸し出
す暖かい雰囲気を感じて頂けたと思います。

今年度に引き続き次年度の例会運営にもご協力頂き
ます様、お願い致します。有難うございました。

井戸本 次年度委員長

ロータリークラブの活動は、例会に始まり例会に終わ
ると言われるほどクラブ活動にとって重要な公式行事
であります。

次年度においては、過去に築いてこられた当ロータ
リークラブの格式と伝統を維持しつつ新しいことにも
積極的に取り組み会員相互の親睦を図り、多くの会員
の出席を得られることを念頭に活動してまいります。

親睦活動小委員会

西田 委員長

今年度におきましても会員の皆様のご協力を得まして
下記の行事を執り行うことができました。また、当初の
目標通りアットホームな雰囲気の中で親睦活動が行
われました。ありがとうございました。

・2015年10月29日　創立記念夜例会

・2015年12月19日　クリスマス家族会

・2016年1月28日　上半期新入会員歓迎夜例会



・2016年5月3日　春の家族会（大阪屋形船にて花見）

・2016年6月30日　下半期新入会員歓迎夜例会
（予定）

辻一夫 次年度委員長

親睦はロータリー活動の二つの車輪の内の一つであ
り、会員相互の親睦を深める事こそがロータリー活動
の活性化につながるものと思っております。したがい
まして今年もより一層アットホームな中之島ロータ
リークラブにしたいと考えておりますので、皆様のご協
力宜しくお願いします。

＜活動計画＞
1. 12月17日（土）太閣園にてクリスマス家族会

2. 来年の春、桜の時期にお花見家族会を予定して
います

3. 10月27日（木）創立記念夜例会

4.  1月26日（木）上半期新入会員歓迎夜例会

5.  6月29日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

会員研修小委員会

針谷 委員長（下岡会員代読）

2015年10月8日（木）研修委員会

山本 次年度委員長（下岡会員代読）

入会1～2年未満の新入会員を中心にロータリーの精
神、ロータリーに関わる知識、情報を理解、習得しても
らうため年数回の研修会を実施する。

会員のロータリアンとしての成長を促すため年数回の
情報集会を実施する。

職業奉仕委員会

小林 委員長

・2月4日のクラブ協議会は、テーブル3班に分かれて
自分の職業の特徴とか家訓のように代々引き継がれ
たものがあるか否かを討議して貰いました。

・5月19日のクラブ協議会は、弁護士会の調停委員の
ため欠席しました。どなたかにお願いすることもでき
ていませんでした。

・5月26日は他クラブ会員経営会社の職場訪問です。

宜しくお願いします。

満村 次年度委員長

職業奉仕とロータリーの四つのテストの関係の理解
を深め職業奉仕の原点を究めたい。

社会・青少年奉仕委員会

安達 委員長

社会奉仕委員会の活動としましては、その殆どが上半
期に集中しており、例年の重要なイベントは

　①9月の三世代合同奉仕

　②10月の東北大震災への支援、及び支援先への訪問

　③11月の柳生の成美学寮の餅つき大会

以上、3イベントが挙げられます。

次年度の辻 義光委員長からは、東北支援に関しては
次年度を最後にする旨を聞いております。

その他の社会奉仕活動に関しましても、次年度の辻委
員長に大いに期待するものであります。

辻義光 次年度委員長

2016-17年度の社会奉仕委員会の主たる活動は3つ
あります。

①東北大震災の支援

今年度は岩手県九戸郡野田村への2回目の支援
です。支援金としては地区補助金より40万円、台
北福齢RC様20万円、大阪中之島RC40万円の合
計100万円を計画、支援品目はスポーツ用、音楽
用備品などを贈呈します。

また東北大震災支援は一定の役割が終えたと判
断、今年度で終了と考えています。

②障がい者福祉施設「成美学寮」への支援

今年度も大阪天満橋RCのローターアクトの皆様
の協力を得て、11月末の土曜日に学寮の寮生と
ともに餅つき大会を行い、楽しいふれあいを行い
ます。また多数の会員参加を促します。

③三世代合同社会奉仕事業

今年度は大阪天満橋RC様の幹事役ですが、当ク
ラブとしては大阪大手前RC様と協力して素晴ら
しい奉仕活動をサポートしていきます。

その他、今年に起きた熊本大震災についてもどういっ
た支援ができるかを検討、今年度においてできる支援
があれば速やかに実行する計画です。



国際奉仕委員会

辻一夫 委員長

①今年度の国際奉仕は、VTTの裏方を勤め上げる方
針で、ベトナムダナンにおいてこの一月の1ケ月間、
延べ約30人に余るロータリアンで、医師団のサポー
トをした。

ベトナムに関してはもう一つ、捨て子の救済活動を
しているクァンチャウ寺院への支援を本年も実施し
た。お寺の位置は市内から南南東10kmにあり、ダ
ナン市アバン区クァンチャウ地区です。

②台湾に関連しては、奨学金の支給は例年通り実施。
加えて、GG活動として、貧民街の子供たちへの教育
支援活動を台北福齢ロータリークラブと共同実施
をした。

栗山 次年度委員長（檜皮会員代読）

関係委員会等の連携しながら、国際奉仕活動を通して、
親善と平和を推進していくと云う従来からの方針を踏
襲する。

＜活動計画＞

・前年度施行したベトナムダナン病院におけるVTT
支援活動は継続的に実施する。

・前年に引き続き東日本大震災関連支援（地区補助
金40万円、台北福齢RC20万円、当RC40万円）を
実施する。

・台北福齢RCと共同で貧困地区支援及び奨学資金
提供を継続的に実施する。

SAA

北村 委員長（木村佳弘会員代読）

今年度は、当初の活動方針と活動計画に基づき皆様の
ご協力のもと順調に進んできました。 

今年度も残りわずかとなってきましたが、最後まで気を
引き締めて進めていきたいと思っていますので宜しく
お願い致します。

また、次年度の高島委員長との間で引継ぎも進めてい
ます。

高島 次年度委員長（檜皮会員代読）

次年度にクラブ創立25周年を迎える大阪中之島ロー
タリークラブ「クラブ戦略計画」の目標は「地区内の中
堅クラブを目指す。

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」である。「中堅クラブ」として「落ち着いた、
威厳のある例会運営」を心がけたい。

会計

永井 委員長

本年度の会計報告につきましては、会員増強の新入
会員目標数3名は達成されました。入会金および会費、
すべて入金されております。特にニコニコ収入の目標
額が当初の年間予算を大幅に上回る事ができ、クラブ
運営もスムーズに行う事が出来ました。すべて会員皆
さんのご協力頂いたお蔭だと思います。

次年度も会員増強に会員一人一人の一層の活動に力
を入れて頂く事により、クラブの財政が安定した運営が
出来ますよう会員皆さんにお願い致したいと思います。

木村 次年度委員長

適正な財政基盤の確立に努め、日々の会計処理を適
正に行います。

閉会の挨拶　村橋会長エレクト
本年度最後のクラブ協議会ありがとうございました。
次年度につきましても宜しくお願い致します。

皆さん、こんにちは！

日本に来てから、約二ヶ月で、いろいろ井本さんとご家
族のお世話になって、とてもありがとうございます！

春の日本はとてもきれいで、はじめて花吹雪を見られ
て、感動しました。

日本は小さなところでも、よく人を考え、思いやりと新た
な設計もびっくりしてました。例えば、健診のピーポール
と髪切り前のアンケートも人生の始め、"あ～これすごい
なぁ"と思いました。

最近も発達外来の見学ができて、とても貴重な経験でした。

研究の場合は、今二段階のウェブ調査が順調に終わり、
音楽が乳児の寝かしつけに役に立ちそうです。これから
は客観的な脳波をみることを始まりつもりで、もし皆様が
参加する興味がある場合は、ぜひご連絡してください：）

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）



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

ニコニコBOX19
5

嶽下：犬飼会員のお悔やみ申し上げます。
下岡：ニコニコ
村橋：磯田さん、卓話よろしくお願いします。
檜皮：金森会員、端宝双光章、おめでとうございます。

私事ですが兄も褒章をいただき30年前に父も
勲章をいただきました。
2世代続いての受賞は皆様のお陰と感謝いたし
ております。

井戸本：犬飼さん、拝
小林：財布が見つからずニコニコとはいえませんが…
辻（一）：欠席がたびたびで、お詫びいたします。
吉田：ニコニコ
高島：①今名古屋にいます。例会欠席申し訳ありません。

②夕方次年度SAA委員会会議があります。関係
者の皆様よろしく

金森：このたびの叙勲受章に際し、色々お気遣い有難
うございます。

村上：早瀬さん、今日有難うございました。ニコニコ
辻（義）：磯田さん、よろしくお願いします。
西田：犬飼さん、ご冥福をお祈りします。
満村：犬飼さんを偲んで
戸田：犬飼さんのご冥福をお祈りします。
藤本：ニコニコ
坂本：ニコニコ
米倉：ニコニコ
松任：皆さんお久しぶりです。温かい目で見ていただ

き有難うございます。
磯田郁子様（ゲストスピーカー）：

いつも野球にお誘いいただき有難うございます。
本日卓話、よろしくお願いします。

本日合計 : ￥58,000
累　計 : ￥2,033,460

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
4月21日の修正出席率 90.00 %

●メイクアップ
井戸本 泰次   4 月23日 台北福齢RC
北村 　讓   4 月  9 日 地区研修協議会
山本 　肇   4 月  9 日 地区研修協議会
戸田 佳孝   4 月20日 大阪そねざきRC

●本日のビジター
大阪東淀ちゃやまちRC 磯田 郁子 様

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

戸田会員、テレビ出演予定
戸田会員の26回目の出演情報：6月1日放送のフジ
テレビ系（関西は8チャンネル）21時からのホンマ
でっか!?テレビ「生まれ順で人生は変わるのか!?」
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。

本日のメニュー

小鉢一種　鮎のつみれ　白髪葱
向付け 海鮮サラダ
 （鮪  烏賊  鯛  海老  水菜  胡瓜  大根  人参）
煮　物 豚の角煮
 玉葱  蒟蒻  茄子  ちんげん菜  松の実
揚　物 海老フライ　蓮根　アスパラ　ロメインレタス
 タルタルソース
食　事 白御飯　香の物
止　椀 赤出汁

早瀬会員の住所が変更になりました。

新住所

〒584-0073
富田林市寺池台5-14


