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“The Ideal of Service”
－ロータリーの根幹精神－

2016 - 2017 年度 第2660地区のテーマ

“Enjoy･Service”
2016 - 2017年度 大阪中之島RCのテーマ

YOSHIAKI's MONOLOGUE

（ 6月30日）

1113

2016年7月7日

本日のプログラム

第1113回（本年度 第1回）例会

次回 7/14 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　5大奉仕委員長方針
　クラブ奉仕　　　 西田委員長
　職業奉仕　　　　満村委員長
　社会青少年奉仕　辻義光委員長
　青少年奉仕担当　岡本会員
　国際奉仕　　　　栗山委員長

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長・幹事活動方針
　村橋会長・杉村幹事

2016-17年度スタートにあたって
会長　村橋 義晃

7月1日に大阪中之島ロータリークラブの新年度がスタート致しました。

今年度ロータリー行事の初弾は、7月2日に甲子園球場で行われた広
島東ロータリークラブとの親睦野球試合に10年ぶりのユニフォーム
を着て応援に参加させて頂きました。

野球同好会メンバーの活躍と相手チームを圧倒する会員ご家族の
応援により、惜しくも引分けの試合でありましたが、会員とご家族が勝
利を願って一丸となる姿に心が弾みました、新年度のスタートに素晴
らしい華を添えて頂き有難うございました。



さて、今年度の国際ロータリー会長は、米国テネシー
州CHATANOOGAロータリークラブ所属のジョンF・
ジャーム氏です。

RIテーマは、“Rotary Serving Humanity”「人類に奉
仕するロータリー」とされました。

RI会長から “ロータリーで奉仕する毎日には、人びと
の生活を変える機会が与えられています。皆さんの行
動一つひとつが重要な意味を持ちます。一つひとつの
「よいこと」が私たち全員にとってよりよい世界を作る
のです。ロータリーでは新たな年度を迎えるにあたり、
「人類に奉仕するロータリーを通じて世界をよりよい
方向へ変える新しいチャンスが私たち全員に与えら
れています。” との7月のメッセージが送られています。

そして、国際ロータリー第2660地区ガバナー松本進
也氏のガバナー方針は、“The Ideal of Service”－
ロータリーの根幹精神－と定められました。

“奉仕”と“Service”の持つ意味を熟慮され、敢えて
“Service”という言葉をガバナー方針に用いられたこ
とに共感し、今年度の大阪中之島ロータリークラブ活
動のモットーを“Enjoy･Service”と致しました。

クラブと会員の皆様にとって、素晴らしいロータリー
ライフを送って頂ける様に“Enjoy･Service”をモッ
トーに努めてまいります。

皆様方にご支援ご協力をお願い申し上げ、新年度を
スタートさせて頂きます。

2015-16年度第1112回（第47回例会）
幹事報告 (6/30)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■7月7日（木）
2016-17年度 第1回例会は、村橋会長・杉村幹事
の活動方針の発表です。

■7月14日（木）
五大奉仕委員長の活動方針の発表です。
西田クラブ奉仕委員長、満村職業奉仕委員長、辻
義光社会・青少年奉仕委員長、岡本青少年担当、

栗山国際奉仕委員長、宜しくお願い致します。
例会後、第2回8月度理事会を開催致します。理事
役員の皆様、出席のご予定をお願い致します。

■7月21日（木）
クラブ奉仕委員会フォーラムです。
西田クラブ奉仕委員長宜しくお願い致します。

■7月28日（木）
小委員会活動方針の発表です。
高島SAA委員長、木村会計委員長、井戸本例会運
営小委員長、檜皮会員増強・維持小委員長、辻一
夫親睦活動小委員長、山本会員研修小委員長、宜
しくお願い致します。

地区委員会、その他の報告です。

■7月1日（金）全国ロータリークラブ野球大会 前夜祭
会場：ノボテル甲子園
受付17：00～
懇親会18：00～

■7月2日（土）全国ロータリークラブ野球大会
阪神甲子園球場にて開催
野球部集合13：30　試合15：30～

■7月3日（日）米山奨学委員会　関西学友会総会及
び新規奨学生歓迎会
　会場：KKRホテル大阪　3F銀河
　17：00　総会
　18：30　懇親会
北村米山奨学担当・栗山会員宜しくお願い致します。

■7月8日（金）大阪大手前RC様へ会長・幹事表敬訪問
3世代社会奉仕委員会会議
場所：帝国ホテル　桃の間　14：10
辻義光社会・青少年委員長宜しくお願い致します。

■7月26日（火）IM6組　会長・幹事会（睦輪会）
会場：ヒルトン大阪　18:30～

■7月30日（土）第1回クラブ国際奉仕委員長会議
会場：薬業年金会館　14：00
栗山国際奉仕委員長宜しくお願い致します。

■2016-17年度のための地区研修・協議会の報告が
地区ホームページに掲載されました。

http://www.ri2660.gr.jp/

『新着情報』の一番上にございます。
「2016-17年度のための地区研修・協議会報告」か
ら報告書、動画、画像等、ご確認ください。

■2016年7月のロータリーレートは1米ドル＝102円
です。



2015-2016年度 会長・幹事退任挨拶

会長  嶽下 勇治、幹事  檜皮 悦子

皆さんこんにちは。

本日は、本年度最後の例会です。

名誉会員の伏見隆様、ようこそ大阪中之島ロータリーク
ラブの最終例会にお越し頂きただきありがとうございま
す。ごゆっくり楽しんでいただきたいと思います。

まず、最初に、先日檜皮幹事から連絡をさせていただき
ましたように、辻一夫会員の奥様がお亡くなりになりま
した。心よりお悔やみ申し上げます。

今年度の活動方針であります「未来に向けて！　そして
楽しもう　ロータリーを！」をテーマに、まずは自分が楽
しまなければ、皆さんにも伝わらないのではないかとい
う思いを持ち、この1年間務めてまいりました。

会長の時間は有意義に使えたかどうかわかりませんが、
それでも、本日こまで無事に務めることができました。こ
れも、本当に皆様方のご理解とご協力のおかげである
と思っています。皆様方には心からお礼を申し上げます。

本年度、3名の新しい仲間が加わりました。そして何より
も、例会が明るくなったような気が致します。　　

SAAにつきましては会場監督として、規律よく雑談も少
なく、しかもこころ温まる例会であったと思っています。
そして、ニコニコ箱への浄財が予想をはるかに超えてい
るのがその証だと思います。

クラブ奉仕委員会につきましては、例会の30分も前から
きていただき、会員やお客様とのコミュニケーションを
十分とっていただきました。例会出席率も良かったよう
に思います。

職業奉仕委員会につきましては、久々に外部への職場
訪問を企画していただきました。非常に新鮮な感じが致
しました。

2015-16年度会長  嶽下 勇治会長退任のあいさつ

幹事の退任のご挨拶をさせていただきます。

2015～2016年度嶽下会長の下、会員の方々のご協
力、温かな励ましのお言葉のお蔭をもちまして、ロータ
リー歴も浅く、またロータリーについての知識も充分で
ない私ですが、幹事として、職責の重みを感じることの
なく、伸び伸びと職務を遂行させていただく事が出来ま
した。皆様の支えの元、1年間務められましたことは、
ロータリアンとしての大きな財産となり、感謝と共に心
よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
また、同じ大阪中之島ロータリアンとして、諸先輩方に
は失礼かと思いますが、親しい友、親友ではなく心の
友、心友を感じております。

社会奉仕委員会と国際奉仕委員会は非常に連携が良く
東北大震災に対する支援事業、成美学寮での餅つき大
会、三世代の共同事業で整肢学園の子供達を須磨海浜
水族館につれていきました。言葉ではなく、身体を使っ
て喜びを表したり、お礼をからだで表現していただきま
した。

台湾では、大阪中之島RCが初めて経験させていただき
ましたグローバル補助金をつかった事業にも参加させ
ていただきました。

そして、本年度最大の奉仕事業はベトナムでのVTTプロ
ジェクトでありました。この事業は単にこの年度だけと思
いがちですが、この事業の成功の裏には、大阪中之島
ロータリークラブ創立10周年記念事業として実施した、
ベトナム医師育成のためのプログラムとしてベトナム・
ダナン私立病院のpham Van Hung、Do Van Hung、
Nguyen Quoc Vietの3名の研修医を受入スタートした
のがはじまりでした。その後も、ダナン病院及びダナン
病院系列の診療所などに対して毎年医療機器などの贈
呈を続けてまいりました。

このようなVTT事業は、2660地区では、今後できないだ
ろうと言われているほど、非常に難しい事業でありまし
た。本当に大阪中之島ロータリークラブの誇りとする事
業でありました。

改めまして、この1年間皆様方にはご理解ご協力を賜り
ましたことに対しまして、心から厚く御礼申し上げまして、
会長退任の挨拶に代えさせていただきます。1年間本当
にありがとうございました。

2015-16年度幹事  檜皮 悦子幹事退任挨拶
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思い起こしましたら、一年前会長から幹事にとお話をい
ただきました。その時私は、会長は幹事の経験もおあり
になるし、会長のおっしゃる通りに職務を遂行すれば良
いという恵まれた幹事と思ってお引き受けしました。直
ぐにそれは大きな間違いであると気づきました。しかし
ながら細々としたご指示を頂いたお蔭で、ロータリーに
少し近づけることができ、何時しか幹事としての自分の
ペースを掴んでおりました。

今は、会長の愛情こもったご指導に感謝しております。

一年を振り返りまして、やはり思い出深いのは、世界初
のVietnam Danang病院におけるグローバル補助金を
用いました職業訓練チームプロジェクトの大成功でし
た。私は、開会式の準備また開会式では司会進行をさせ
ていただき、事前にダナン病院のDr.Anhとお電話、メー
ルにて開会式の打ち合わせをさせていただきました。し
かし慣習、文化の言葉の言い表し方などで、さすがの私
も開会式の前日は眠れぬ夜を過ごしました。

しかし、当日ダナン病院の前に一歩足を踏み入れました
時、病院に高々と掲げられました“Welcome Rotary 
International District 2660 Osaka Nakanoshima 
Rotary and Rotarian”と書かれましたボードを目にしま
した時には熱いものがこみ上げてまいりました。会場に

入りましたら、打ち合わせの通り総て準備がされており、
特にテーブルには素晴らしいお花が飾られておりまし
た。他のドクターからお聞きしましたらDr.Anhはこの準
備のために1週間仕事が手につかなかったようです。
VTT事業の大成功は勿論ですが、ヴェトナム語、ヴェト
ナム人、ヴェトナムの文化に一歩近づけるのは国際奉仕
事業の醍醐味ではないでしょうか。

この経験が、私の残り少なくなりました人生のアルバム
に大きく飾ることができ出来ました。

また、毎回理事会で高い出席率をあげていただきまし
た理事・役員の皆様方ありがとうございました。この高
い出席率が嶽下年度を大きく支えたのではないかと思
います。また私が幹事になりましてからお休みになる時
もスマートフォンをお持ちになられた梅原会員、無理を
何時も笑顔でお聞きくださいました事務局の江川さん、
何時もソング委員を優しく指導されたピアニストの吉田
さん、金田さん本当に有り難うございました。悲しいこ
と、嫌なこともありましたが、沢山の楽しい思い出と共に
皆様方にしっかり支えられた一年でした。後になり失礼
かと思いますが、もう準備万端整えられ7月1日遅しとば
かりスタートラインにお立ちの村橋年度に嶽下年度以
上のご支援。ご協力をお願いいたします。

次年度は会員増強・クラブ財団委員長として、1年間幹
事としてお勉強させていただきましたことを村橋年度に
活かしていきたいと思います。村橋年度が、今年度以上
に輝く1年となることを願って退任の挨拶とさせていた
だきます。

有り難うございました。
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大阪中之島ロータリークラブ　2015-2016年度最終例会・懇親会大阪中之島ロータリークラブ　2015-2016年度最終例会・懇親会





第３３回 全国ロータリークラブ野球甲子園大会 藤本 淳司

2016年7月1日（金）18：00よりノボテル甲子園ホテル
にて出場参加クラブの12RCが集まり前夜祭が開催され、
中之島RCからは12名が参加しました。

前夜際はコミッッショナー玉井会員のご挨拶から始まり、
お土産交換、先攻後攻の取決め、各RCの余興が行われ
ました。それぞれ、その地域の特色を生かした余興で楽
しませていただきました。中之島RC余興は昨年と同じく
ラジオ体操第1を全参加RCにご協力いただき一緒に体
操いたしました。大会当日の怪我の予防に役立てばと思
います。各RCも前夜祭を楽しまれているご様子で、大変
盛り上がっている中20：00に閉会いたしました。

いよいよ大会当日の7月2日（土）ですが30℃を超える

素晴らしい応援をありがとうございました！！ 野球同好会監督　安達 昌弘

7月2日（土）の甲子園球場での広島東ロータリークラブ
との親睦野球試合に於きまして、我が中之島RCからは
今までで最大級の応援を頂きまして、本当にありがとう
ございました。

野球同好会メンバー一同、心より感謝しております。

お陰様で、素晴らしく野球らしい試合内容の結果、最終
回に7-7の引き分けに持ち込むことが出来、何とか野球
部の面目を保てました。

気温の中、沢山の方が応援に駆け付けてくださり、とて
も良い雰囲気の中で15：40からの試合に挑めました。
対戦相手は広島東RCで先攻：広島東、後攻：中之島で
試合が始まり、初回に点を取り合い、その後一進一退で
試合が進み7対5、2点差のリードを許しておりましたが
2点を取った所で終了時間が来てしまい、7対7の同点
で試合が終了いたしました。今回の大会に挑むにあたり
決起集会、2回の練習を行ってきましたので、是が非で
も勝利したかったのですが残念です。

皆様方には、大変なご支援、ご声援をいただき誠にあり
がとうございました。野球同好会一同これからも団結し、
がんばって行きたいと思います。

何より、選手・応援のメンバーが一丸となって、一投一打
に興奮し、あんなに心から楽しめることはスポーツを介
して以外には考えられないと思います。

村橋会長年度のスタートに相応しい新年度の幕開けに
なりました。大阪中之島ロータリークラブは、今年度も元
気いっぱいです！

クラブの皆さま、そして家族の皆さま、関係者の皆さま、
本当にありがとうございました。
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“The Ideal of Service”
－ロータリーの根幹精神－

2016 - 2017 年度 第2660地区のテーマ

“Enjoy･Service”
2016 - 2017年度 大阪中之島RCのテーマ

YOSHIAKI's MONOLOGUE

ニコニコBOX

嶽下：本日は最終例会です。1年間有難うございました。

下岡：会長・幹事1年間お疲れ様でした。

村橋：嶽下会長・檜皮幹事お疲れ様でした。有難うご
ざいました。

檜皮：嶽下年度、ご協力有難うございました。

井戸本：嶽下さん、檜皮さんご苦労様でした。米倉さ
んこれからもよろしく。

小林：嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。

吉田：ニコニコ

早瀬：嶽下会長・檜皮幹事・役員の皆様1年間お疲れ
様でした。

山本：嶽下会長・檜皮幹事・理事の方1年間お疲れ様
でした。

高島：最終例会欠席ですみません。ガバナー時代の
ガバナー補佐が集まる「高島会」に出席してい
ます。
時間があれば駆けつけます。

金森：入会1年目無事過ごせました。有難うございます。

北村：1年間、SAA4語協力有難うございました。

村上：嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。

永井：嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。
1年間会計を担当させたいただきよい勉強に
なりました。本当に有難うございます。
米倉さん、入会おめでとうございます。頑張って
ください。

辻（義）：ニコニコ

西田：嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。ニ
コニコ

満村：嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。

戸田：米倉さん、入会おめでとうございます。

杉村：嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。

井本：甲子園がんばってきます。ニコニコ

坂本：嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。

米倉：いつも有難うございます。本日は歓迎会有難う
ございます。
又少しスピーチの時間をいただきます。ドキド
キ、ニコニコ

前田（名誉会員）：
嶽下会長・檜皮幹事1年間お疲れ様でした。
檜皮幹事にはプライベートの面でもおせわに
なりまして有難うございます。
檜皮幹事のお心遣い誠に感謝しております。私
の所属する業界組合の事務長も大変喜んでお
ります。
次年度も頑張って下さい。

本日合計 : ￥78,000
累　計 : ￥2,320,460

●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 1名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.64 %
6月9日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
北村 　讓   6 月11日 新入会員歓迎会

●本日のゲスト
名誉会員 伏見 　隆 様

●誕生日
早瀬 道圓 ［  1 日］
檜皮 悦子 ［  7 日］

●事業所設立記念
山本 　肇 　株式会社関西建設［昭和51年］
北村 　讓 株式会社アークエース［昭和57年］
井本 万尋 株式会社保険コンシェルジュ［平成20年］

Congratulations!7月のお祝い7月のお祝い
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