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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1109回（本年度 第44回）例会

次回 6/16 のお知らせ
♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　
　講師　大阪城北ロータリークラブ

黒岩 将 様
　山本 肇 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　My Rotaryについて
　梅原 一樹 会員
■定款・細則変更会議
　11：00～　サファイアルーム
■第1回7月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは。

先週は、職業奉仕委員会主催の移動例会で山田晒染工業株式会社
の工場を見学をさせてただきました。久しぶりの会社訪問ということ
で新鮮な感じがしました。企画していただきました小林社会奉仕委
員長に心からお礼を申し上げます。

本日は、先週の移動例会時にアナウンスさせて頂きましたとおり、本
年4月に開催されました規定審議会の内容につきまして、後ほど報告
をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

また、今回の規定審議会での決議の結果、クラブとしても早急に定
款、細則の変更をしなければならないものがあります。少ない時間の



中ではありますが、よろしくお願い致します。

次週には、理事会等での検討会を得て、6月23日（木）
の例会終了後に、臨時総会を予定していますので、全
員の出席をお願いいたします。

これで会長の時間を終わります。

2014-15年度第1108回（第43回例会）
幹事報告 (6/2)

幹事  檜皮 悦子

■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・米山奨学生歓迎会が開催さ
れます。
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。
13：30より臨時総会がございます。

■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。
「決起集会」
場所：鍋屋　ETL.06-6210-5879

大阪市中央区備後町3-3-1西島ビルBIF
御堂筋線「本町」駅1番出口徒歩1分

日時：6月16日（木）18：30～
会費：6,000円（会費は会員のみ）

■地区よりご連絡がございます。

①2015～2016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

②FRF：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

③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

④2016～2017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　　

⑤My 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。

⑥2017年度アトランタ国際大会

2017年6月10～14日アメリカ・ジョージア州アトラ
ンタにて開催されます。
国際大会は世界中のロータリアンが交流し、国際
色豊かな開会式に震えるような感動、かけがえの
ない貴重な経験と共に素晴らしい思い出を得るこ
とができます。そして分科会では国が違えばロータ
リーについての考えも違うと思います。バラエ
ティーに富んだ意見が飛び交う国際大会の分科会
を楽しんで頂きたいと思います。
早割引き登録の申し込みを幹事までご連絡くださ
い。（2017年5月末までキャンセル可能）

⑦2016年6月ロータリーレートは1米ドル＝110円です。



私は、広島で産まれました。生粋では無く、父親は種子
島、母親は秋田出身という、日本列島のほぼ端の二人が
なぜか中国地方で根付き、産まれたのが私でした。

小学生の頃から母の影響もありバレーボールに夢中に
なり、開けても暮れても練習と体力づくりをしていた活
発な女子です。 

中学を卒業し高等学校へ入学してからは足を負傷し、
バレーから離れることになりましたが、美術の世界に入
るきっかけがあり、そこで大胆にもデザイナーに憧れて、
決まりかけていた短大を蹴り、親の反対を押し切り、広
島を出て大阪モード学園へ入りました。資金的な理由も
あり、4年は続けられず、2年で社会人になり、アパレル
業界へ入りましたがなかなかパンチのきいた世界でこ
ちらも残念ながら続きませんでした。しかし、学生当時、
バイトしていた居酒屋で準社員として受け入れてもらっ
たり、その後、ラーメン屋へ転職して店長として一店舗
任せていただいたりと、飲食業界でキツイながらも楽し
さを見つけてやっておりました。

趣味ではこれもまた両親の影響もあり、ゴルフに魅了さ
れ、黙々と練習をしていました。実家に帰ってはコース
に連れて行ってもらい、キャディの母に親子げんかに発
展するくらい厳しく教えてもらいました。母はゴルフに関
しては厳しい人です。失敗して叫んで可愛い子ぶった日
には「ちゃらちゃらしない！」と叱られ、もたもた歩いてい
ると「走りんさいー！」と激怒していました。ゴルフ場での
母はほんとに怖いです。

私に特に自慢する話が無いので母の自慢話をすると、
アマチュアの試合で優勝して海外旅行や国内旅行を頂
いて楽しんでおりました。

主人との出会いも、ゴルフ仲間との繋がりでした。最初
は仲間の中でも一番気が合わなく、まさか、その後結婚
するとは、周りが驚いたくらいでした。母は私よりも主人

とのゴルフの相性はよく、二人でコースも回ってます。ゴ
ルフに厳しい二人なので気が合うのでしょう。

そんな主人との結婚で私の平凡なお気楽人生はがらり
と変わりました。今、経営という「生きる重み」を感じてい
ます。10人ほどだった従業員も今では倍以上になり、人
に関する問題、課題は三倍に膨れ、日々、奮闘しており
ますが、それが主人を始め、私や幹部を日々成長させて
くれています。 

少し家族の話をいたしますと、主人の母と長男5歳、長
女4歳の家族5人で暮らしています。まさかの年後出産
で、子どもが産まれてからは何をどうやってここまで来た
のか分からないくらい多忙な日々で、子ども達も生後４
カ月から保育園に預けられ寂しい思いをしたはずです
が、いつもにこにこ、おかげ様で元気に育ってくれてい
ます。一番迷惑をかけているのは主人の母です。無計画
な慌ただしい出産と子育てに巻き込み、老体に鞭打っ
て協力してくれています。本当に感謝しかありません。

先日、磯田様の卓和でロータリーの青少年部門のお話
を聞けて、ロータリーという関わりを青少年期から持ち、
学んでいく場があることを知り衝撃を受けました。素晴
らしいと思います。是非とも子ども達に、早い段階で、社
会に触れ、世界に触れ、世の中での自分のあり方をロー
タリーに関わり学んで欲しいと思います。

私がロータリーに入ってみたいと思った一番の要因は、
私がこの先学ばなければならない事が詰まっている場
だと感じたからです。私の日々は事務所に居ることが多
いので、よく、周りの方から、「中にばかりいると自分も会
社も成長しない。もっと外へ出て世の中を見なければな
らない」と教えて頂きました。

皆様から沢山のことを盗みたい！そして、それを生かし
基盤を固め、社会貢献へと繋ぐ足がかりとなっていきた
い。そう思っております。

それと、今は無き父ですが、亡くなる少し前にロータリー
の誘いを受けているとの話がありました。そこに至らず
不慮の事故で他界してしまったのですが、これを考えて
も、何かでのご縁を感じずにはいられません。ひょっとす
ると父の導きだったりするかと勝手に想像しております。

入会してみて、やはりすばらしい経歴の方々ばかり、ご
活躍されている方々ばかり、自分が場違いだという事は
今後も蓋をして、将来は皆様のように輝いた人となれる
よう頑張って参りたいと思います。

ご静聴ありがとうございました。

新入会員自己紹介

米倉 由美 会員



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、
親睦活動小委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、SAA、会計

クラブ奉仕委員会　井戸本委員長

会員増強・維持小委員会、例会
運営小委員会、親睦活動小委員
会、会員研修小委員会の各小委
員会委員長の積極的なリーダー
シップのもと昨年度の年次計画
書での活動方針・計画をおおむ
ね達成することができました。課題である会員増強につ
きましては5月末現在3名の増員となっています。

特に今年度は女性会員2名を新入会員として迎えること
ができ、例会の雰囲気も華やかになり且つ活性化したと
思慮いたします。

会員増強・維持小委員会
辻義光小委員長

今年度の活動

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。

会員増強は目標数に足りません
でしたが、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。

何とか最低目標数は達せられたかと思っております。増
強への皆様のご協力感謝いたします。

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。

例会運営小委員会　村橋小委員長

ロータリーの最多公式行事であ
る例会において、開会前の30分、
1時間前から例会に備えて様々
な準備にご協力を頂いている
SAA、親睦活動委員会の皆様に
は、何時も感謝しております。

国際ロータリーの全てのクラブが、点鐘に始まり、出席会
員全員でのソング、会長、幹事、各委員会報告、後半の卓
話等によって構成される例会運営をしていると思います。

親睦活動小委員会　西田小委員長

今年度の親睦委員会としては、
大きなイベントとして2つ行いま
した。

まず1つは去年の12月に恒例の
クリスマス家族会を太閤園で行
いました。ゴスペルのウェルカム
ソングから始まり後半はミスターオクチによるマジック
ショウと、結構楽しい家族会になったと思います。

もう1つは今年の春、桜の頃に天満橋の前の大川で屋形
船を借り切って船の中から花見を致しました。丁度桜も
ほぼ満開で楽しんで頂けたと思います。この後は米倉会
員の歓迎会、夜例会と続きます。

親睦委員会としては、特に若手の親睦委員が中心となっ
て例会の30分前から受付に立ち、入ってくる会員一人一
人に声を掛け話しかけ、和やかな雰囲気作りが出来た
のが一番良かったと思っております。あと1か月余りです
がこの調子で最後まで行きたいと思います。

職業奉仕委員会　小林委員長

今回は安達会員の取引先でもあ
り、大阪アーバンロータリークラブ
の会員である、山田芙美江さんが
社長を勤められる山田晒染工業
株式会社の工場見学をしました。

白い布の原材料を注文に応じ
色々な色に染色される過程を見学しました。

現在、染料業も減少傾向であり、工場も昔の半分以下に
なったそうです。因みに、広大な隣の空地も前は染色工
場であったそうです。

染色剤は身体に危険性もあり、又、化学薬品を使用する
ため、取扱には細心の注意を要するとのことです。

私共が普段何気なく着用している衣服や下着なども、こ
のような人々が注意深く気をつけながら染色して頂いた
結果であることに、改めて有難さを感じる工場見学とな

我クラブの何時も明るく仲の良い雰囲気の例会運営が、
クラブの姿を現しているものと思います。

今年度も残り一ケ月となりましたが、一年間、例会運営に
ご尽力頂き、有難うございました。



▲お誕生日のお祝い：左から米倉 由美会員、嶽下 勇治会長

▲事業所設立記念のお祝い：左から村橋 義晃会員、米倉 由美会員、
　嶽下 勇治会長

会計報告　永井会計

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。

社会奉仕委員会　安達委員長

社会奉仕委員会の事業は、上半
期に集中しておりますが、その中
でも重要な行事は3件ありまして、
本年度も

① 9 月 三世代合同奉仕事業：
大手前整肢学園の子
供達を須磨水族館へ招待する。

②10月東北大震災支援事業：本年度も岩手県下閉
伊郡岩泉町の小本小学校、小本中学校に教
材等を贈呈。台北福齢RCと現地訪問をする。

③11月奈良県柳生芳徳寺の成美学寮への餅つき支
援。天満橋RACからも参加。

以上の奉仕事業を実行致しました。

参加して頂いた皆様方、本当にありがとうございました。

また、この1年間も社会奉仕委員会にご協力頂き感謝し
ております。

SAA　北村委員長

今年度の委員会行事・責務は当
初計画通り進んでいます。

残る計画は、4例会と今年度の反
省の為の委員会、そして、6月11
日に開催します新入会員歓迎会
です。

これは、親睦委員会と米山奨学生歓迎会を開催する次
年度国際奉仕委員会・米山奨学生担当との共催で24名
の出席です。

地区よりの委嘱状を受ける高島会員

りました。

昼食時には、山田社長が赤飯を用意して下さり、又、大阪
アーバンロータリークラブの元会長様にお茶を点てて頂
いて歓迎して頂いたことを有難く思う一日でした。

皆さん、御苦労様でした。

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。
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嶽下：高島パストガバナー、ソウル国際大会有難うご
ざいました。

下岡：高島先生、ソウル国際大会のバッジ有難うござ
います。

村橋：ニコニコ
檜皮：米倉さん、自己紹介よろしくお願いします。
井戸本：ニコニコ
小林：今年度ももう少しですね。
吉田：移動例会良かった！ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
高島：ソウル国際大会出席してきました。
北村：本年度最終月ですね。頑張りましょう！
村上：米倉さん、自己紹介頑張ってください。ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
木村（眞）：ニコニコ
西田：ニコニコ
戸田：高島先生、ソウル国際大会お疲れ様でした。
坂本：米倉さん、自己紹介楽しみにしています。
井本：事務所新しく移転しました。
米倉：ドキドキしています。ニコニコ

本日合計 : ￥46,000
累　計 : ￥2,113,460

●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 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
5月12日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
井本 万尋   5 月15日 嶽下会長杯 ゴルフ
西田 末彦   5 月15日 嶽下会長杯 ゴルフ
満村 和宏   5 月13日 新旧職業奉仕委員長会議
吉田 　了   5 月20日 大阪城東RC

本日のメニュー

先　附　たらもサラダ

造　り かんぱち　鯛　あしらい

煮　物 豚角煮　玉葱  蒟蒻  茄子  ちんげん菜  松の実

揚　物 鮎と海老フライ　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　赤だし　香の物

開催趣旨
ロータリー精神とロータリーの基礎知識を学び、
ロータリーの良さをより深く理解し、素晴らしい先
輩、他クラブ同世代の仲間と知り合い、心の絆を深
めることによりロータリアンとしての誇り、自信を共
有し、今後の活動への糧とする。

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　2階
第一部：フォーラム　鳳凰Sの間（18：00～19：30）
第二部：懇親会　　  鳳凰IIIの間（19：30～21：30）

参加者：フレッシュロータリアン　約160名
先輩会員　　　　　　　約90名
計　　　　　　　　　　約250名

参加費用：1万円／人（当日会場にて徴収）

主　催：地区研修委員会

プログラム：

＜第一部：フォーラム 90分　18：00～19：30＞
総合司会：安井一男地区研修委員

（1）基調講演　「ロータリーから学んだもの」
立野純三ガバナー　20分

（2）セミナーⅠ　講演「ロータリーを知ろう」
木越正司地区研修委員　25分

（3）セミナーⅡ　パネルディスカッション
「私とロータリー」　40分

[パネリスト]　大阪リバーサイドRC　徳上洋之会員
大阪フレンドRC　　　栗原　大会員
高槻東RC　　　　　　猪俣由宇会員

[司　会]    五味千秋地区研修委員

＜第二部：懇親会 120分　19：30～21：30＞
総合司会：木村芳樹地区研修委員

各テーブル（1テーブルフレッシュロータリアン6名、先
輩会員3～4名程度）ごとにフレッシュロータリアンと
先輩ロータリアンが双方向で大いに語り合う。（食事：
洋食シッティングビュッフェ）

フレッシュロータリアンフォーラム
（ＦＲＦ）の概要


