
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16日）
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2016年6月23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1111回（本年度 第46回）例会

次回 6/30 のお知らせ

♬SONG : 「我等の生業」
●卓話　江戸期の大坂 水、排水など
　吉田 了 会員

♬SONG : 「日も風も星も」
■最終夜例会 および 下半期新入会員
　歓迎会
　18：00～　例会
　18：30～　歓迎会
　オーキットテラス

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日のお客様、大阪天王寺ロータリークラブの土屋篤様、大阪城北
ロータリークラブの黒岩蒋様、大阪大手前ロータリークラブの山本依
津子様、小松英宣様、木村節三様、そしてゲストで小松英宣様ご紹介
の松尾照代様、ようこそお越しいただきありがとうございます。ごゆっ
くりお過ごしください。

先週の土曜日は、次年度国際奉仕委員会、次年度米山奨学担当、そ
して本年度の親睦活動委員会とSAA委員会との合同による、新入会
員及び米山奨学生の歓迎会が行われました。参加されました会員の
皆様方には有難うございました。

明日は、地区研修委員会主催のフレッシュロータリアンフォーラムが



開催されます。

このフレッシュロータリアンフォーラムは、初めて企
画されたもので、若いロータリアンに対して、ロータ
リーをより深くご理解して頂くとともに、他のクラブの
先輩、同世代のロータリアンと語り合い、絆を深める
ことにより、ロータリアンとしての自信と誇りを共有
し、今後の活動の糧として頂くことを目的に開催され
るものです。

いよいよ、「奉仕の一世紀」が終わりに近づいてきま
した。今回は、「ロータリーの最良の日」となります。

先週にもご紹介させて頂きましたように、世界の保険
界でも、財政面、プログラム面からみても前代未聞の
ことでありました。

撲滅するためには二つの大きな課題があった。1つ
目は米貨1億2,000万ドルをいかに拠出するか。

1987年7月10日に事前計画の公表が行われた。そ
して1年後の1988年5月にフィラデルフィアRI大会で
完了しています。

ロータリーの世紀の中でも最も胸弾む瞬間として記
憶されるであろうと言っています。

二つ目には、監視活動である。認可研究所の世界的
なネットワークの構築が求められる。ということで、本
日は、財政面のご紹介をさせていただきます。

以上で会長の時間を終わります。

2014-15年度第1110回（第45回例会）
幹事報告 (6/16)

幹事  檜皮 悦子

■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）
　18：00～例会
　18：30～下半期新入会員歓迎会

■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。

①FRF：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

②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

③2016～2017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　　

④My 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。是非ご覧ください。

⑤2017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）

⑥2016年6月ロータリーレートは1米ドル＝110円です。



拙著「出稼げば大富豪」は、約20年前に、単身、インドネ
シアのバリ島に渡り大成功を収めた日本人大富豪のノ
ンフィクションです。私が、その大富豪に教わった商売や
人生に関する哲学を日記帳でしたためたもので、5年前
からシリーズ5巻を発刊しております。大富豪からは、さ
まざまなことを教わりましたが、その教えの根底に流れ
るのは、人のつながりを大切にすること、そのために必
要なことは道徳であるということでした。

「どこでどうつながるかわからない」という言葉がありま
す。実際、人生を振り返ってみると、幸運も不幸も、仕事
も、パートナーも、すべて人が運んできていることがわか
ります。たまたま同じ学校で、たまたま同じテーブルで、
たまたま紹介された人と・・・そんな、ほんの些細な出会
いが、その後の人生に大きな影響を与えたことは多くの

人が身に覚えがあることでしょう。だから「何の因果で
しょうね」「何かのご縁でしょうね」という言葉が古来から
残っているのではないでしょうか。

では、自分がどういう人であれば、相手から「良いご縁を
頂いた」と思ってもらえるのか。感謝があり、義理を欠か
ない、相手のことを思いやる、そんな人であれば、相手
は心からお付合いしたいと思ってくださるはずです。そ
んな経営者にこそ従業員もついていきたいと思います
し、取引先もみんな応援したいと思うでしょう。

また「明日は我が身」という言葉があるように、いつ自分
が弱い立場になるかわからないのが人生であり、会社
経営も同様です。そんな時、自分が「他人を思いやって
きた」人なら、今度は反対にその他人が自分を助けてく
れるはずです。

ところが、戦後流入した資本主義は、オカネさえ儲かれ
ば、自分さえ良ければという考え方を良しとしたかに見
えます。仏壇に手を合わせることもなかった都会育ちの
私は、身近な人にすら感謝することがあまりありません
でした。だからこそ、大富豪に会うまでは、ずっと先輩や
仲間に恵まれせんでした。

人のつながりを大切にする。人を思いやる。これはロー
タリークラブの奉仕の精神に通じるところがあります。例
会場が同じ太閤園というのも何かのご縁、今後とも、お
付合いのほど、よろしくお願い致します。我がクラブに
も、バリ島にも、是非、遊びに来てください。

貧乏博士と中卒富豪～映画「神様はバリにいる」原作者語る～

山本 肇 会員、 講師 ： 大阪城北ロータリークラブ会員　黒岩 将 様

去る6月16日（木）の午後6時30分より、久々の大雨の日
でしたが、野球部の甲子園出場決起集会は予定通り本
町の＜台湾鍋おかもと＞にて開催されました。

嶽下会長の開会挨拶に始まり、村橋会長エレクトの締
めの挨拶に至るまで、約2時間を充実した内容で終える
ことが出来ました。

料理の方もたいへん美味しく、お店には飲み放題に加
えてワインもサービスして戴き、また行ってみたい店の
ひとつになりました。

野球同好会 監督　安達 昌弘

初めての決起集会でしたが、これが無かったので最近の
甲子園は負け続きだった！決起集会を開催したお陰で
勝った！と言えるように、部員一同勝利に向かって邁進す
る覚悟であります。甲子園では何と
か勝利して、村橋年度のスタート
に花を添えたいと決意しています。

参加して頂きました会員の方、ご
家族の方、本当にありがとうござ
いました。



6月17日にニューオータニホテルで行われたフレシュ
ロータリアンフォーラムに参加しました。中之島RCから
は嶽下会長、檜皮幹事、村橋次年度会長、村上会員、藤
本会員、井本会員、戸田、金森会員（ベテランですが）、
坂本会員の9名が参加し、全クラブの中で最も多い参加
人数でした。これも檜皮幹事が皆のお尻を引っぱたい
てくれた御陰です。

フォーラムは18時から開始だったのですが、僕は満村
会員が甲子園出場のため膝に注射を打ちに来られた

（個人情報保護法違反？）などあって、夜診終了後の19
時過ぎから参加しました。

セミナーⅡ「私とロータリー」では、各パネリストが奉仕
活動を通じて自分や会社がレベルアップした体験談を
語られました。また、司会の五味地区研修委員からは基
調講演で立野ガバナーがお話された「ロータリーのチャ
レンジ」を受けて、「ロータリーを取り巻く環境は日々変
化しているロータリーも変化するチャレンジをすること
が重要である」と語られました。

第2部の懇親会では、各テーブルに分かれてのディス
カッションになりました。まず、RC歴45年の大先輩から
は「高度成長期には、RCに来れば、松下幸之助さんとも
佐治敬三さんとも隣の席で対等に話ができた。それが

フレシュロータリアンフォーラムで学んだこと
―プライドを保ちながら時代に適合する難しさ― 戸田佳孝

RCに属している自分の誇りとなり、自分の仕事を誠実に
一所懸命行うようになり、職業奉仕になると教えられ
た。」と語られました。しかし、日本経済の低迷などによっ
てカリスマ的ロータリアンは少なくなり、2016年規定審
議会の採決結果によって会員身分の全般的資格条件
は緩められ、ロータリアンであるプライドは弱まっていく
ことでしょう。会員数増強のため全般的資格条件や例会
の開催頻度（各RCで決定ですが）が緩められるのは仕
方がないこととは思いますが、チャレンジと同時にロー
タリアンであるプライドを保つための工夫をしなけれ
ば、質の低下につながる可能性があります。時代に適合
してロータリーは変化する必要がありますが、それでも
ロータリアンであるプライドは保てるように皆で努力す
る必要があると僕は感じました。

このフォーラムは盛況の下、21時50分頃に終わりまし
た。とても有意義な会でした。

終了後、一人で行きつけの店に行くと、同じカウンター
に立野ガバナーと樋口地区代表幹事が座られて、挨拶
をさせてもらいました。そういえば、樋口幹事はヒグチ
チェーンの社長です。「2660地区にはまだまだ有名な
社長がおられる。たいした物だ。」と感じて僕は家路に着
きました。

村橋会長エレクトと檜皮幹事がマスター、
サブマスターをそれぞれ務められました
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嶽下：山本会員、黒岩さんの卓話楽しみです。

下岡：ニコニコ

村橋：梅雨入り。ニコニコ

檜皮：偉人、変人クロイワショウ、黒岩様本日の卓話、
よろしくお願いします。

小林：公務により早退します。お詫びしまして

吉田：ニコニコ

山本：初孫が生まれました。ニコニコ
黒岩さん、卓話よろしく！！

高島：雨、嫌ですね。ニコニコ

金森：叙勲祝いをいただいて。ニコニコ

北村：新入会員、米山奨学生歓迎会有難うございました。

村上：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

戸田：山本さん、代理卓話楽しみです。

栗山：ニコニコ

坂本：ニコニコ

米倉：黒岩さん、卓話楽しみです。ニコニコ

大阪大手前RC　木村 節三 様：
山本肇社長、お世話になります。
黒岩博士、ケッパレ！！

本日合計 : ￥51,000
累　計 : ￥2,145,460

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 5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 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
5月26日の修正出席率 83.87 %

●メイクアップ
北村 　讓   5 月15日 嶽下会長杯
高島 凱夫   5 月26日 地区研修委員会

●本日のビジター
大阪城北RC（卓話者） 黒岩 　将 様
大阪天王寺RC 土屋 　篤 様
大阪大手前RC 小松 英宣 様
大阪大手前RC 木村 節三 様
大阪大手前RC 山本 依津子 様

●本日のゲスト
 松尾 照代 様

山本会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!

本日のメニュー

・コールポークフルーツソースとスモークサーモン
・牛フィレ肉のステーキ 多種野菜添え 赤ワインソース
・メスクランサラダ、コーヒー、パン

戸田会員、テレビ出演予定
6月29日（水）0時30分からのテレビ朝日「中居正広
のミになる図書館」と、同日21時からのフジテレビ

「ホンマでっか!?TV」川崎大師ロケに戸田会員が出
演します。お時間があえば観てください。


