
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

（ 6月9日）
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2016年6月16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1110回（本年度 第45回）例会

次回 6/16 のお知らせ
♬SONG : 「我等の生業」
●卓話　
　吉田 了 会員

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　貧乏博士と中卒の富豪
　　　　映画「神様はバリにいる」
　講師　大阪城北ロータリークラブ

黒岩 将 様
　山本 肇 会員

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは。

本日のお客様、大阪南ロータリークラブの豊川総雄様、ゲストで井本
会員ご紹介の富田 葵様そして米山奨学生のルー・シェン・ユン様よう
こそお越し頂きました。ごゆっくりお過ごしください。

今日の会長の時間は、「国際ロータリー物語」のポリオ・プラス・ロー
タリーの最良の時③をご紹介させて頂きます。

1979年7月1日にRI会長に就任したジェームス・ポーマー・ジュニア
が、フィリピンの百万人の子供たちに予防接種を行うプロジェクトの
ため、ポリオ・ワクチン購入費として米貨760,000ドルを承認した。



ポーマーと補佐役のチャールズ・ケラー元RI理事（後
のRI会長）、そしてフィリピン出身の森林理事マット・
カパラス（後のRI会長）はフィリピン大統領に掛け
合った。少し抵抗があったが、「フィリピンの国の数千
人の子供達にとって生死の違いを意味する」との説
明により、プロジェクトを承認した。

ロータリアン等は直ちに車でノース・マカティの貧し
い地域に向かった。そこにはすでに何百人もの母親
が子供を連れて列に並んでいた。多く子供たちは、ポ
リオで萎縮した手足でごみや泥の中をはっていた。

ポーマーが最初のワクチンを投与した。2滴のワクチ
ンを幼い少女の舌の上に垂らした。その時、母親の目
に涙が浮かぶのが見えた。そして誰かがズボンを
引っ張るのを感じた。下を見ると、ポリオで麻酔した
子供がいた。「ありがとう」とその男の子は言った。「あ
りがとう、ありがとう！」その子は次の言葉を思い出そ
うとでもするように、言葉を切った。「ロータリー！」そ
して萎びれた腕を泥から挙げて、ポーマーがワクチ
ンを投与したばかりの赤ん坊を指差した。「僕の妹」
と誇らしそうに笑顔で言った。

その後、ロータリーはWHO、ユニセフ、そしてのちに
米国防疫センターとチームを組んだ。そして間もな
く、「ポリオ・プラス」キャンペーンと改称された運動を
専門に担当する新しい委員会が結成された。

会長の時間を終わります。ありがとうございました。

2014-15年度第1109回（第44回例会）
幹事報告 (6/9)

幹事  檜皮 悦子

■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



今年度の立野ガバナーは、My Rotary の登録率を地区

大会までに各クラブ30%を目標に、20%前後の登録率

にしていきたいと目標を掲げられました。

地区広報委員会としても機会のある毎に登録をお願い

し、登録セミナーの開催や依頼があれば委員長が卓話

に出向く等、登録率が上がるよう活動しましたが、4月4

日時点で19%に止まっております。

中之島RCはスタートは非常に良く昨年の10月14日時

点で33.3%で地区内で2位でしたが、現在は39.4%で8

位に落ちてしまいました。

なお、2015-16年度の会長賞の達成目標にオンライン

ツールの利用という項目があり、4項目のうち2項目の達

成が条件となっており、その中に全クラブ会員の少なく

とも50%がMy Rotary への登録を完了するとあります。 

もう一つはロータリーショーケースという奉仕活動を紹

介するページがあるのですが、そこに少なくとも1件の

プロジェクトについて情報を掲載するとありますが、こ

れは先日のVTT事業が既に掲載されております。

My Rotary へはRotaryの会員でなくても登録できます。

会員とその他の方との識別は、事前に国際ロータリーの

データベースに登録された名／性／Eメールアドレスと

の照合により判断されます。

したがって登録時にこれらの情報（名前のスペルや入

力時の全角／半角の間違い）に誤りがあると非会員とし

て登録されてしまいます。

非会員として登録されてしまうと、クラブの状況や自分

My Rotaryについて

梅原 一樹 会員

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。



日　時：2016年6月9日（木）
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・高島・栗山・辻（義）・檜皮・杉村・永井　以上10名（敬称略）

2016-2017 年度 第1回　7月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
大阪中之島ロータリークラブ2016年～2017年度の
活動方針は、充実したロータリーライフを楽しんで頂
きたく“Enjoy. Service”をモットーとして活動していき
たいと思います。
”Enjoy”には「楽しむこと」「享受すること」”Service”に
は「相手のために気を配って尽くすこと」の意味もあり
ます。これらを念頭において取り組んでまいります。宜
しくお願い致します。

【報告事項】

1. 年間行事計画について
10月20日（木）を創立記念夜例会とし、10月27日（木）

を通常例会とする。　⇒［ 承認 ］

2. 予算について　⇒［ 承認 ］

3. 緊急連絡網について　⇒［ 承認 ］

【協議事項】

1. 規定審議会におけるクラブ定款・細則の改定について
・6月23日臨時総会を開催する。　

・クラブ定款・細則の改定案作成担当者を選任する。

担当予定者：村橋会長・嶽下会員・小林会員・

　　　　　 木村眞敏会員　以上4名

　⇒［ 承認 ］

のロータリー財団への寄付状況などいくつかの機能・

情報を見ることができなくなります。

また、非会員での登録になると折角 My Rotary へ登録し

ているにもかかわらずクラブの登録人数のカウントにな

らず登録率が上がらないということになってしまいます。

これについては会長／幹事／事務局のみ My Rotary 

内で確認できるはずですので、どなたかに問い合わせ

てください。

2. 大阪中之島RCホームページ更新及びメンテナン
スについて
既存のホームページを更新し、予算、メンテナンス等

及び担当者選任については、今後検討する。

　⇒［ 承認 ］

3. 名誉会員就任について
・白坂 磨様・泉 紀世史様・前田 隆司様・伏見 隆様・岩

坂 壽二様・平本 道昭様・針谷 紘一様　以上7名が

就任する。　

・今後、推薦の手続きは書面をもって行い、理事会の

承認を得る。またクラブ各行事を書面にて、名誉会員

に通知をする。

　⇒［ 承認 ］

4. 委員会構成について
・会員増強・維持小員会の職業分類担当を犬飼会員

から小林会員に変更。

・例会運営小委員会のプログラム担当を犬飼会員から

岡本会員に変更、プログラム副担当を岡本会員から

安達会員に変更。

・親睦活動小員会に米倉会員を追加。

・吉田会員を親睦活動小委員から社会・青少年奉仕委

員に変更。

・米山奨学委員会の表記を米山奨学担当に変更。

　⇒［ 承認 ］

5. ロータリー財団100周年記念奉仕事業について
当クラブに於いても奉仕事業を行う。　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

本日、第一回次年度理事会を開催いたしました。冒頭
に村橋会長より次年度の方針があり、その方針をもと
に活発な協議をさせて頂き、大阪中之島ロータリーク
ラブがより活性化する事を目指しますので、これから
一年間宜しくお願いします。

なお、ちゃんと登録できているか確かめるには My 

Rotary のトップページに CLUB SNAPSHOT という欄

があれば登録できているはずです。

次年度の松本ガバナーも My Rotary への登録促進を

引き続き目標に掲げられており、更に次年度はガバ

ナー月信もペーパーレス化されデータで全会員に配信

となり、R.Iでも当地区でも今後インターネットの活用が

更に推し進められていくのは間違いないと思われます。 

そうなればロータリーの会員のインターネット上の各会

員の基盤となるのは My Rotary になると思われますの

で是非登録をお願い致します。



開会の挨拶（村橋会長）
大阪中之島ロータリークラブ2016年～2017年度の
活動方針は、充実したロータリーライフを楽しんで頂
きたく“Enjoy. Service”をモットーとして活動していき
たいと思います。
”Enjoy”には「楽しむこと」「享受すること」”Service”に
は「相手のために気を配って尽くすこと」の意味もあり
ます。これらを念頭において取り組んでまいります。宜
しくお願い致します。

【報告事項】

1. 年間行事計画について
10月20日（木）を創立記念夜例会とし、10月27日（木）

を通常例会とする。　⇒［ 承認 ］

2. 予算について　⇒［ 承認 ］

3. 緊急連絡網について　⇒［ 承認 ］

【協議事項】

1. 規定審議会におけるクラブ定款・細則の改定について
・6月23日臨時総会を開催する。　

・クラブ定款・細則の改定案作成担当者を選任する。

担当予定者：村橋会長・嶽下会員・小林会員・

　　　　　 木村眞敏会員　以上4名

　⇒［ 承認 ］

【’16年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

19日（木）

25日（木）

1117

-

1118

1119

5

-

6

7

郡 ガバナー補佐訪問日
会員増強・維持小委員会卓話

祝日①

松本ガバナー公式訪問日

第1回クラブ協議会

第3回9月度理事会

会員増強・維持委員会 : 
檜皮委員長

卓話担当：金森会員

【’16年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1120

1121

1122

-

1123

8

9

10

-

11

臨時総会（事業・決算報告）

祝日②

卓話担当：坂本会員

卓話担当：安達会員

前年度事業報告：檜皮会員
前年度会計報告：永井会員
前年度会計監査：下岡会員

卓話担当：藤本会員

第4回10月度理事会
指名委員会開催

地区財団セミナー
　日程：8/27（土）14：00～17：00
　会場：YMCA

米山奨学委員会クラブ米山奨学
委員長カウンセラー研修会
　日程：9/3（土）午後
　会場：大阪科学技術センター
第1回クラブ社会奉仕委員長会議
　日程：9/17（土）午後
　会場：薬業年金会館
クラブ青少年奉仕ロータアクト
正副委員長会議
　日程：9/24（土）
　会場：薬業年金会館

【’16年7月 行事予定】
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1113

1114

1115

1116

1

2

3

4

会長・幹事方針

五大奉仕委員長方針

クラブ奉仕委員会
クラブフォーラム

（小）委員会活動方針

第2回8月度理事会

嶽下会長、檜皮幹事

西田委員長・満村委員長・
辻（義）委員長・岡本青少年
奉仕担当・栗山委員長

クラブ奉仕委員会：
西田委員長

高島委員長・木村委員長
井戸本委員長・檜皮委員長
辻（一）委員長・山本委員長

米山奨学委員会　関西学友会総会
　日程：7/3（日）17：00～
　会場：KKRホテル大阪 3F 銀河
◆3世代 会長 幹事 社会奉仕委員会会議
　日程：7/8（金）14：10～
　会場：帝国ホテル4F 桃の間
◆IM6組会長・幹事会
　日程：7/26（火）18：30～
　会場：ヒルトン大阪
第1回クラブ国際奉仕委員長会議
　日程：7/30（土）14：00～16：30
　会場：薬業年金会館
◆クラブ戦略計画委員会

2. 大阪中之島RCホームページ更新及びメンテナン
スについて
既存のホームページを更新し、予算、メンテナンス等

及び担当者選任については、今後検討する。

　⇒［ 承認 ］

3. 名誉会員就任について
・白坂 磨様・泉 紀世史様・前田 隆司様・伏見 隆様・岩

坂 壽二様・平本 道昭様・針谷 紘一様　以上7名が

就任する。　

・今後、推薦の手続きは書面をもって行い、理事会の

承認を得る。またクラブ各行事を書面にて、名誉会員

に通知をする。

　⇒［ 承認 ］

4. 委員会構成について
・会員増強・維持小員会の職業分類担当を犬飼会員

から小林会員に変更。

・例会運営小委員会のプログラム担当を犬飼会員から

岡本会員に変更、プログラム副担当を岡本会員から

安達会員に変更。

・親睦活動小員会に米倉会員を追加。

・吉田会員を親睦活動小委員から社会・青少年奉仕委

員に変更。

・米山奨学委員会の表記を米山奨学担当に変更。

　⇒［ 承認 ］

5. ロータリー財団100周年記念奉仕事業について
当クラブに於いても奉仕事業を行う。　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

本日、第一回次年度理事会を開催いたしました。冒頭
に村橋会長より次年度の方針があり、その方針をもと
に活発な協議をさせて頂き、大阪中之島ロータリーク
ラブがより活性化する事を目指しますので、これから
一年間宜しくお願いします。



アトランタ国際大会
•アトランタ国際大会（2017年6月10～14日）に参加
登録し、財団の100歳記念パーティーに出席する

•友愛の家に設置される財団100周年展示を見る

祝賀のアイデア
100年に及ぶ財団の豊かな歴史をそれぞれの地元で祝
いましょう。

•地元市民を招いて特別な「ロータリーデー」を開く。
このイベントは、コンサートやお祭りなど、さまざま
な形で企画できます。

•財団補助金プロジェクト、ロータリー平和センター、
ポリオプラスを支援するための募金活動を地元で
実施する。

•グローバル補助金や地区補助金のプロジェクトを
実施または参加する。

•財団からの支援で実現したクラブや地区のプロ
ジェクトを紹介する。

•ロータリー財団のみを取り上げた例会を開く。

•クラブで財団への寄付の新記録を目指す。

本日のメニュー

ちらし寿司　吸い物

SAA委員会　北村 讓 委員長

出席者22名（米倉さん、蘆さん含む）

◎米倉会員と蘆 聖芸さんは招待です。

◎高島会員は当初出席が欠席に変更となりましたが、
ご厚志として頂きました。

新入会員・米山奨学生歓迎会 精算報告書

会費　＠¥10,000×21名
嶽下会長 ご厚志
村橋会長エレクト ご厚志
合計

210,000,-
9,000,-
9,000,-

￥228,000,-

収入

アラスカ本店　＠¥9,000×22
二次会　グラシア　15名 
合計

198,000,-
30,000,-

￥228,000,-

支出

2016-17年度に100歳の誕生日を迎えるロータリー財
団。1世紀にわたり、世界中のロータリー会員による奉仕
活動を支え、奨学金を通じて若者を支援し、ポリオ撲滅
を実現に近づけてきました。

きれいな水と衛生設備の提供、疾病の予防と治療、平
和と紛争解決、基本的教育の推進、経済と地域社会の
発展は、いずれもロータリーが力を注いでいる分野で
す。これらの分野とポリオ撲滅において、ロータリー財団
は重要な役割を果たしてきました。記念イベントを地元
で実施したり、メディアで紹介したりして、財団の活動成
果を多くに人に伝えましょう。

ロータリー財団100周年度は、2016年に韓国で開かれ
るロータリー国際大会で幕を開けます。さまざまな祝賀
の機会を今からチェックしておきましょう。

ロータリー財団100周年を祝おう



皆様こんにちは！

この二週間で、私は井本さんのお世話になって、ご家族
と一緒にお好み焼きを作りました。研究室の河原さんの
家族も手巻き寿司を作って、食べました。

それはおいしいだけで、一家団欒の幸せなんです。

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

この間も神戸のUCC coffee museumに行って、焙煎体
験をしました。その中に、コーヒーの起源や歴史を説明
するために多くのきれいなビデオを使用しました。日本
の多くの場所では、いろいろのものを知識を理解しなが
ら、物事を実現する機会を提供しています。それが良い
ことだと思います。

研究の場合は、今私は、 Polysomnographyという睡眠
検査を学んでいます。今PSGのスゴアリングをやった患
者は、閉塞性睡眠時無呼吸を持っていました。その患者
さんは右側に横たわっていると、深い眠りに入る助けた
ことを知っています。それは、波に睡眠を可視化するた
めに良いことです。

日本の子供だちの睡眠時間は世界第一短いの事で、そ
れに関しての研究は重要だと思います。もし睡眠に困っ
た方がいれば、簡単なScreeningの寝る間の酸素濃度
計ご試してください。

新入会員・米山奨学生歓迎会 井本 万尋

6月11日の土曜日、北新地のアラスカ本店にて新入会
員の米倉会員、米山奨学生の盧さんの歓迎会が開催さ
れました。

当日は24名の参加で盛況に行われ、会員同士、奨学生
との懇親も深められ楽しい歓迎会になりました。



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BOX9
6

嶽下：本日の卓話、梅原会員よろしくお願いします。

下岡：ニコニコ

村橋：MY ROTARYに登録。ニコニコ

檜皮：梅原会員、本日の卓話、よろしくお願いします。

井戸本：ニコニコ

小林：皆さんの健康を願い、ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：ニコニコ

村上：梅原さん、卓話頑張ってください。ニコニコ

西田：梅原さん、卓話ガンバッテください。ニコニコ

満村：早退します。ニコニコ

栗山：ニコニコ

戸田：本日、そくわん症の検診があるのでお先に失礼
します。

杉村：本日次年度の第1回理事会です。よろしくお願い
します。

坂本：ニコニコ

梅原：卓話です。よろしくお願いします。

藤本：梅原さん、卓話楽しみです。

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥39,000
累　計 : ￥2,094,460

●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 1名
出席者 28名 外国ゲスト 1名
欠席者 3名

出席率 90.32 %
5月19日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
北村 　讓   5 月13日 地区職業奉仕委員長会議
高島 凱夫   5 月16日 地区戦略計画会議

5月28日～6月1日、国際ロータリー年次大会がソウル
で開催され、米山記念奨学会では2004年の大阪、
2012年のバンコクに続き「友愛の家」にブース出展す
るとともに、初めての「分科会」を開催しました。

今大会には地元・韓国はもとより、日本、台湾、中国、タ
イ、モンゴル、マレーシア、ベトナム、シンガポール、
ニュージーランドなど、世界各国から多くの米山学友が
参加してくれました。学友もロータリアンも「ロータリー」
という大きな家族を感じて絆を深めたこのソウル国際
大会でした。

ソウル国際大会に米山学友が大集合

●本日のビジター
大阪南RC 豊川 総雄 様

●本日のゲスト
井本会員ご紹介 富田 　葵 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

6月10日に山本会員に初孫さんが産まれました。
3,058グラムの坊やです。おめでとうございます！

Congratulations!


