
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

（ 5月26日）
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2016年6月2日

ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

月間テーマ（6月）

第1108回（本年度 第43回）例会

次回 6/9 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　マイロータリーについて
　梅原 一樹 会員
■第1回7月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬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

皆さんこんにちは。

今日は、職業奉仕委員会主催の会社訪問ということで、山田晒染工業
株式会社さんにお邪魔させて頂いています。山田芙美江社長様に
は、ロータリーの職業奉仕の目的をご理解いただき、会社訪問を快く
お引き受け頂きまして心からお礼申し上げます。また、大阪アーバン
ロータリークラブ次年度会長の那須郁子様には今回の移動例会に何
かとお世話を頂きありがとうございました。

まず最初に、3年に一度開催されます規定審議会は、今年の4月にシ
カゴで開催されました。その報告会としまして、先週の土曜日にその



規定審議会の報告会がYMCA会館で行われました。

規程審議会で、非常に重要な案件が決定されており
ます。発効は2016年7月1日となっています。当クラブ
の定款、細則の改正も必要となってまいります。この
ため、緊急の処置をとる必要があります。

スケジュールとしまして、次週6月2日に皆さんに説明
をさせていただき、6月9日に理事役員、会長経験者、
戦略計画委員会のメンバーでの検討会を予定してい
ます。その後6月中に臨時総会を実施する予定として
いますのでよろしくお願い致します。

この会合に併せまして、もう一つの重要案件の説明
がありました。IM編成の見直しであります。予定では、
2018-19年度（西田年度）から、現在の8組体制から
6組体制に再編成されることになりました。

現在の6組では、移動がないのは大阪RC、大阪大手
前RC、大阪中之島RC、大阪天満橋RCの4クラブだけ
が残り、現在の8組の内大阪平野RC、大阪城南RC、
大阪イブニングRC、大阪咲州RC、大阪天王寺RC、大
阪手塚山RC、大阪東南RCの7クラブが6組に編入さ
れることになっています。

詳しくは、次年度になると思いますのでよろしくお願
いします。

「奉仕の一世紀」はいよいよ最終章となります。5回に
分けてポリオ・プラスの話です。

ポリオについて、どのような病気でロータリアンは何
をしてきたのか。全5回となっています。これを繰り返
し読んでいたたくと、ポリオ・プラスに対する認識を変
わってくるのではないかと思われます。

3回目には、涙がでる場面がでてきます。4回目には、
感動のシーンが、そして5回目には、戦争中の国どう
しが、ポリオ投与のために、一時戦争を中止し、しか
もその軍人たちが互いにポリオ投与に助けをしたと
あります。これがロータリーのすごいところだとかん
じました。

これで会長の時間を終わります。

2014-15年度第1107回（第42回例会）
幹事報告 (5/26)

幹事  檜皮 悦子

■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。
各委員会報告後、新入会員：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11日（土）新入会員・米山奨学生歓迎会
時間：17：00～
場所：アラスカ本店
会費：10,000円

■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。

①2016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。

②2015～2016年度国際ロータリー第2660地区
ローターアクト「地区リーダーシップ・フォーラム新
人研修会」のご案内
日時：2016年6月12日（日）

12：30～　登録開始
17：00～　二次会（予算3,000円程度）

場所：大阪市立中央区民センター
〒541-8518
大阪市中央区久太郎町1-2-27

③FRF：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

④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

⑤2016～2017年度米山総会及び新規奨学生歓迎
会のご案内
日時：2016年7月3日（日）
登録受付：16：30～
総会：17：00～

懇親会：18：20～20：30
場所：KKRホテル大阪 3階「銀河」
参加費：ロータリアン　8,000円

現奨学生　　 3,000円
学友会会員　 3,000円
家族、一般　　6,000円　　

⑥My Rotaryのロータリーショーケースに大阪中之
島RCが実施しました、ヴェトナムでのVTT事業につ
いて掲載されております。

⑦2016年6月ロータリーレートは1米ドル＝110円です。
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嶽下：山田社長様、本日の職業奉仕の職場訪問を引
き受けていただき有難うございます。

下岡：山田社長、有難うございます。

井戸本：山田晒染工業様、有難うございます。

小林：山田社長のお陰で、良い職場訪問ができます。
ニコニコ

安達：山田社長に感謝いたします。

吉田：ニコニコ

早瀬：職業奉仕移動例会、ニコニコ

村上：ニコニコ

永井：山田社長、本日は有難うございました。小林委
員長、安達会員ご苦労様でした

戸田：山田社長、有難うございます。

栗山：山田社長、有難うございます。

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥34,000
累　計 : ￥2,009,460

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0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 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 77.41 %
4月28日の修正出席率 93.33 %

●メイクアップ
小林 俊明   5 月13日 地区新旧職業奉仕

委員長会議

●誕生日
米倉 由美 ［  9 日］

●事業所設立記念
村橋 義晃 株式会社興国鋳鋼所［昭和12年］
米倉 由美 株式会社タスク・フォース［平成15年］

Congratulations!6月のお祝い6月のお祝い

高島 凱夫

5月28日、土曜日からRIソウル国際大会に参加しまし
た。大阪東RCのグルーブに入れて戴いての旅行でした。

28日はソウル到着後、ホテルにチェックインする間もな
く、大阪ナイト、米山学友会合同懇親会に参加。大阪ナ
イトでは、元RI会長のビチャイ ラタクルさんにご挨拶を
してベトナムでのVTTの話などを慌しくして、米山会に
参加しました。

29日は、午前の部の開会式に出席。国際大会の感動を
実感し、午後からは、田中 作次元RI会長の出席のもと
同期ガバナーの会が行われた。

30日、日本の米山記念奨学会が国際大会で初めて1つ
のセッションを持つという記念すべき日であった。

当地区の若林紀男PDG（米山記念奨学会常任理事）が
コーディネーターを務められ、素晴らしいセッションで
ありました。

RIソウル国際大会


