
2016
 -201

7年度

国際ロ
ータリ

ーテー
マ

人類に

奉仕す
る

ロータ
リー

●創　
立 ： 1992年（平

成4年）1
0月29日

●事務
局 ： 〒534 - 0026 大阪

市都島
区網島

町9 -10 太閤
園内

 
TEL ： 06 - 6353 - 2215　FAX ： 06 - 6353 - 9889

 
e-mail ： nakanoshima@ace.odn.ne.jp

●例　
会 ： 毎週

木曜日
　太閤

園  （
12 : 30 ～13 : 30）　

●役　
員 ： 会長

　村橋
  義晃

　　 幹事
　杉村

  雅之

 
例会運

営小委
員長　

井戸本
  泰次

 
会報担

当者　
梅原 

 一樹

大阪中
之島ロ

ータリ
ークラ

ブ

国際ロ
ータリ

ー

第 2660 地区

 

“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

（ 7月7日）

1114

2016年7月14日

本日のプログラム

第1114回（本年度 第2回）例会

次回 7/21 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
■第2回8月度理事会
　13：40～　オパールルーム

♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　クラブ奉仕委員会
　　　　クラブフォーラム
　西田 末彦 委員長

会長挨拶
会長　村橋 義晃

前年度の嶽下会長、檜皮幹事、理事役員の皆様、一年間お世話を頂
き有難うございました、感謝と御礼を申し上げます。

今年度の初例会を迎え、今年度の理事役員と各委員会の皆様には、
一年間ご苦労をお掛け致しますが、ご支援ご協力をお願い申し上げ
ます。

今年度は、高島会員がSAAを務めて頂き、本日の例会進行をして下さ
るのですが、高島ガバナー年度では、私が司会を務め檀上の高島ガ
バナーという形が通常でしたが、これからの一年間、この例会スタイ
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ルにて宜しくお願い致します。

クラブと会員の皆様にとって良き一年、素晴らしい
ロータリーライフを送って頂ける様、あらゆる場面にお
いても“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。

2016-17年度第1113回（第1回例会）
幹事報告 (7/7)

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）
本日は村橋会長・杉村幹事の今年度活動方針の発
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。

■8月4日（木）
郡 ガバナー補佐の訪問日です。
懇談会：太閤園4F　寿の間　11：30
村橋会長・井戸本会長エレクト・永井幹事エレクト・
高島会員・杉村幹事、出席のご予定をお願い致し
ます。

例会にはブレザー、ネクタイ着用にてお願い致します。

同日、会員増強・維持小委員会卓話がございます。
檜皮会員増強・維持小委員長、宜しくお願い致します。

例会終了後、第1回クラブ協議会を開催致します。

地区委員会、その他の報告です。

■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。

■8月21日（日）金森会員　受章記念祝賀会
太閤園3F　ダイヤモンドホール　11：30
詳細は後日、金森会員よりご案内があります。

▲お誕生日のお祝い：左より早瀬 道圓会員・村橋 義晃会長・
　檜皮 悦子会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より満村 和宏職業奉仕委員長・
　井本 万尋会員・山本 肇会員・村橋 義晃会長・北村 讓会員



2016-17年度 国際ロータリー会長 ジョン・F・ジャーム
氏のテーマは、“Rotary Serving Humanity”「人類に奉
仕するロータリー」であります。

「“人類の奉仕”という大きな目標に向け、リーダーシップ
を持ちうる会員を増やし、ポリオ撲滅をはじめ“世界で
良いことをする”ため伝統を継承しよう。

私たちが目指すのは、単にロータリアンの数を増やすこ
とではなく、ロータリーによる善き活動をより多く実現さ
せ、将来にロータリーのリーダーとなれるロータリアン
を増やすことです。“人類に奉仕するロータリー”の伝統
を継承する名誉を授けられた私たちには、このような奉
仕を行っていく責務があるのです。」と述べられています。

2016-17年度 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。

「1920年、東京に我が国最初のロータリークラブを設
立した米山梅吉氏は、“The Ideal of Service”の日本語
訳の際、“奉仕の理念”ではなく、敢えて“サービスの理
念”とされました。 日本語の“奉仕”は自己犠牲の意味合
いがあまりにも強く、“Service”の本来の意味と合致しな
いからです。」との説明をされています。

松本ガバナーは、第2660地区の具体的目標として、次
の5項目を定められました。

クラブにおける考え方と展開について、項目ごとに説明
致します。

1．“The Ideal of Service”の基本理念の周知と実践

前述の通り、“Service”が持つ意味を理解しながら、
あらゆる活動のモットーにしていきたいと思います。

2．ガバナー月信のペーパーレス化によるITの促進

前年度までは、全ての会員に配布されていなかっ
たG月信がメール配信可能になります、G月信掲載
の情報のみならず、RIや地区のタイムリーな情報
提供を行います。

3．ロータリー財団100周年、ポリオ撲滅

ロータリー財団100周年を祝う奉仕プロジェクトを
地区と連携して行い、ポリオ撲滅には、地区目標の
年次寄付を行います。

4. 戦略計画の推進

クラブ戦略計画委員会の目的は、クラブの将来の
目標に向け複数年度に亘って継続していくことに
有ります。

クラブ戦略計画委員会が定めた以下の二つの目
標に向けて、活動の進捗内容を必要に応じて会員
の皆様に報告し、理解を深めて頂く様に努めます。

①「地区内の中堅クラブを目指す。」
「中堅」とは「ある集団の中心となって活動するも
の」という意味もあります、クラブの会員数や奉
仕事業の推進力、会員が有するロータリーの見
識や実績、そして、会員が醸し出すクラブの品格
等において、「中堅」以上を目指していきたいと
思います。

②「奉仕活動の目的を総ての会員が共有し、参加
意識を向上させる。」
総ての会員が常に全ての奉仕活動の場に参加
する事は困難かもしれませんが、其々の奉仕事
業に出席出来ない場合でも、会員が奉仕活動の
目的と内容を共有できる様に各委員長からの周
知と配慮をお願い致します。

5. IM再編成

IM再編とガバナー補佐選出方法について、前年度
から地区戦略計画委員会において検討が始まりま
した。複数年度に亘る地区の改革について、クラブ
の会員に正しい情報提供を行い理解して頂きたい
と思います。

そして、大阪中之島ロータリークラブは、RI会長テーマ、
松本ガバナーの方針を受けて、会員の皆様に充実した
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」との意味もありま
す、様々な場面において、このモットーを念頭において
取り組んでまいります。

ロータリーには、「四つのテスト」「ロータリーの目的」と
いう普遍的な理念があります。そして、五大奉仕部門と
して「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」
「青少年奉仕」が設けられ其々の奉仕活動が行われて
います。

2016-17年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長　村橋 義晃



大阪中之島ロータリークラブ今年度幹事を拝命いたし
ました杉村雅之でございます。 

まずは、直前会長嶽下様、直前幹事檜皮様、本当にお疲
れ様でした。

幹事というのは、クラブ会長およびクラブ会員の皆様の

ある意味SPだと考えます。

クラブ運営また有意義な奉仕活動、親睦活動をおこなう
為に適格な情報を提供し、さまざまな場面において会
員の皆様、大きくはロータリークラブを陰になり日向に
なりお守りする役目だと心得ています。

私は高島ガバナー年度の副代表幹事、また地区委員会
の委員長を務めさせて頂きました。この地区での経験を
活かしつつクラブ運営に邁進する所存でございます。

さて今年度は6つの奉仕事業を考えています。 

①ベトナム ダナン病院におけるVTT人道奉仕プロ
ジェクト

②東日本大震災における被災児童、生徒に対する支
援（岩手県の野田村おける小・中学校スポーツ少
年団支援）

２０１6-１7年度 幹事挨拶

幹事　杉村 雅之

クラブでは、クラブ奉仕部門の会員増強・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
員会等、これら全ての活動は、クラブ会員が委員の為に
“Service”をして頂いているということです。

ロータリー全ての活動において、我々が忘れてはならな
い大切なことは、あらゆる奉仕活動やクラブ行事におい
て「相手のために気を配って尽くす」という“Service”の
心をもって行うことであり、活動の目的に向き合うことは
勿論ですが、一緒に活動する方々に対しても同じ気持ち
を持つことが大切であると思います。

ロータリー活動には、個々の責任や負担が生じますが、
ロータリーライフは、笑顔で楽しく過ごすべきです。

「誰かが誰かの為に気を配って尽くした」その代わりに
得られるものは何でしょう、何かに奉仕をした時、参加し
た時に感じ得るのは、心の満足感ではないでしょうか。

「楽しむこと」とは、好きな事をして歓喜に声を上げて楽
しむ場面を思い浮かべそうですが、我々が“Service”を
行った事によって得るものは、心の満足感、充実感であ
り、心の中で微笑む様な喜びでありたいと思います。

ロータリーの“Service”と一緒に“Enjoy”「楽しむこと」「享
受すること」です。

そして、ロータリーを通じて「享受できる」最も大きなも
のは、「友」であります。

ロータリーでは、年齢、性別、職業や地位に捉われること
なく、様々な機会に恵まれ多くの方々との出会いがあり
ます。そして、ロータリー活動を通じた様々な場面と時の
積重ねにより、偽りの無い心を感じ、友情が育まれてい
くものと信じています。

これからの一年間、クラブの最多公式行事である例会

は、楽しい雰囲気の中にも厳粛な運営と品格の有る内
容の例会運営をお願い致します。

又、出席率向上の為だけではなく、メイキャップとして地
区行事や他クラブに出席される事を推奨します。クラブ
を越えたロータリアンとの交流は、ご自身のロータリー
ライフを豊かにし、見識を高めることにもなると思います。

クラブの活性化には、会員の活力が不可欠です、会員増
強は永年の課題であります、クラブを挙げて取組むため
にも会員増強チームを立上げ、活動の進捗と成果を確
かめ合いながら進めていきたいと考えています。

会員研修は、新入会員の方々と在籍歴の永い会員の
方々にもロータリーの理解不足や誤解によるマイナス
を無くす為にも、安易な知識の押付けではなく、正しい
情報の提供が、ロータリーへの興味を増し、疑問の解決
に繋がるものと思います。

各委員会の委員長には、地区委員会との連携とクラブ
会員への奉仕事業の情報提供を行い目的と内容の周
知をして頂き、参加意欲の向上をお願い致します。

親睦活動はクラブ奉仕の原点です。活動を通じて会員
同士がお互いに利他の心をもって行動することにより、
理解と信頼関係に繋がれた友情が芽生え、退会したく
ないクラブになることでしょう。

創立25周年を間近に迎え、「中堅」クラブを目指すこと
により、入会したいと思われる魅力のあるクラブに成れ
るよう取組んでまいります。

理事役員、各委員会の皆様には、様々な責任を担って
頂き、ご苦労をお掛け致しますが、これからの一年間、
皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。
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③成美学寮支援事業（知的障害児施設への備品等の
寄贈、及び障害児慰問）

④台湾台中の貧困家庭児童への個別指導的補修授
業計画（GG事業―代表提唱クラブ台北福齢RC・共
同提唱クラブ大阪中之島RC他）

⑤台北福齢RCの奨学生支援

⑥米山奨学生（2年）の世話クラブ

これらの奉仕事業を滞りなく達成できますよう会員の皆
様と一致団結して進めて参りたいと考えます。

今年の4月アメリカ、イリノイ州シカゴにて規定審議会が
開催されました。定款・細則においてさまざまな改定案
が採決されましたが、やはり“クラブは、善良さ、高潔、
リーダーシップを身をもって示し、職業上および（また
は）社会でよい評判を受けており、地域社会（または）世
界において奉仕する意欲のある成人によって構成され
るものとする”と示しています。また、ロータリアンは4つ
のテストに照らし合わせて言行するものだと考えます。

“真実がどうか” “みんなに公平か” “好意と友情を深め
るか” “みんなのためになるかどうか”

この機会にロータリーの基本についてもう一度考えて行
きたいと思います。

また、今年はロータリー財団が100周年を迎えます。

ロータリー財団を通じて思いやり、優しさ、寛容の心を
もって活動することの喜びを共感したいと思います。

当クラブの戦略計画委員会において地区内の「中堅ク
ラブ」を目指すという目標を立てました。

会員数もしかりですが、会員が醸し出すクラブの品格等
においても「中堅以上」・「魅力ある」クラブを目指してま
いります。

2016-17年度 国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム氏
のテーマRotary Serving Humanity（人類に奉仕する
ロータリー）、国際ロータリー第2660地区ガバナー松本
信也氏のガバナー方針The Ideal of Servise（ロータリー
の根幹精神）また村橋会長の今年度方針Enjoy Service
を実践すべく、積極的に行動してまいります。

村橋会長のご指示のもと会員の皆様、事務局の助けを
借りて幹事の務めを果たし大阪中之島ロータリークラ
ブの運営にお役に立てることが出来たならと願います。

どうか皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。

戸田会員、テレビ出演予定
7月20日放送のフジテレビ系（関西は8チャンネル）
21時からのホンマでっか!?テレビ「アナタはどっち
派？嵐・二宮、相葉出演編」で戸田会員が「ひざ評論
家」として出演します。お時間があれば観て下さい。

皆さんこんにちは、この間ロータリーでいろいろな活動
があって、楽しい時間を過ごしました。

甲子園に野球の応援も随分特別な経験でした。なぜか
と言うと、やっぱり選手席で応援することは「一期一会」
なことでしたね。みんな最後まで頑張っていくのもいい
ゲームになりました。

総会も楽しい経験でした。あそこで日本語がすごい上手
なアメリカ人にあって、日本文學専攻しているので、川柳
と俳句の違いは季節が入るかどうかです。アメリカ人で
も、全く英語使わず、日本語だけ、しかも、早く喋ってるの
はとても励られました。

私もこのような態度に向かって、頑張ります。

ちなみに、これからの研究について、もし皆さんの周りに
一歳以下の乳児がいったら、しかも音楽についての睡
眠研究興味がある場合は、ご紹介してくださいませ！皆
さんありがとうございます！

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

7月9日（土）、国際ロータリー第3ゾーン戦略計画推進セ
ミナーが、大阪新阪急ホテルで開催され、大阪中之島か
らは、村橋会長、高島パストガバナーが出席されました。

写真の方は、国際ロータリー直前理事の杉谷卓紀さん
です。

国際ロータリー第３ゾーン
戦略計画推進セミナー
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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

村橋：新年度のスタートです。皆様の良き1年となる様
に努めてまいります。

嶽下：ニコニコ

井戸本：村橋・杉村年度のスタートを祝し。ニコニコ

杉村：本年度よろしくお願いします。クラブのため、
ロータリーのため頑張ります。
皆様、ご協力よろしくお願いします。

西田：村橋会長、杉村幹事1年間よろしくお願いします。

満村：暑いですね。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

栗山：村橋会長、杉村幹事1年間頑張って下さい。

吉田：ニコニコ

早瀬：新年度のスタートです。ニコニコ

山本：会長、幹事役員の皆様、1年間頑張って下さい。
8月4日、会員研修委員会を行います。その後炉
辺会議を行います。皆様ご参加ください。

高島：村橋会長、杉村幹事身体に気をつけて1年間頑
張って下さい。

金森：村橋年度のスタートを祝して

小林：いよいよ本格的な暑さになります。皆様体調管
理には気をつけましょう。
村橋会長、杉村幹事1年間頑張って下さい。

下岡：村橋会長、杉村幹事1年間頑張って下さい。

北村：新年度ですね。

永井：村橋会長、杉村幹事1年間頑張って下さい。

檜皮：素晴らしい村橋年度が七夕の日にスタートしまし
た。天の川より輝かしい流れ星が訪れますように
私も素敵なお誕生日を迎えました。

木村（眞）：ニコニコ

戸田：村橋会長、杉村幹事1年間頑張って下さい。

坂本：村橋会長、杉村幹事新年度よろしくお願いします。

井本：新年度のスタートです。村橋会長、杉村幹事1年
間頑張って下さい。

梅原：村橋会長、杉村幹事1年間頑張って下さい。

藤本：村橋会長、杉村幹事よろしくお願いします。

米倉：先日は野球お疲れ様でした。とても楽しかった
です。ニコニコ

前田（名誉会員）：
村橋会長、杉村幹事1年間頑張って下さい。

ゲスト 納多 寿恵子 様：
村橋さん、杉村さん1年間頑張って下さい。

本日合計 : ￥86,000
累　計 : ￥86,000

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 1名
名誉会員数 7名 外国ビジター 1名
免除会員 1名 国内ゲスト 2名
出席者 29名 外国ゲスト 1名
欠席者 2名

出席率 93.54 %
6月16日の修正出席率 90.32 %

7
7

●メイクアップ
井戸本 泰次   6 月22日 大阪城北RC
満村 和宏   7 月  1 日 全国ロータリー
  野球大会　前夜祭

●本日のゲスト
高島会員ご紹介 納多 寿恵子 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 様
ブイヤン様の仕事関係のご友人
 山本 恵美子 様

●本日のビジター
ダッカ・バングラデッシュRC カウサ・ブイヤン 様
徳島RC 西野 武明 様

本日のメニュー

・帆立貝のカクテルと小海老のオロール 生ハム添え
・スズキのベーコン巻きポワレ温野菜添え

サフランクリームソースと香草オイル
・トマト コーンチップメスクランのシーザーサラダ、

コーヒー、パン

ダッカ・バングラデッシュRCより
カウサ・ブイヤン様がお見えになりました。


