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経済と地域社会の発展月間・米山月間
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村橋 義晃

2016年10月13日
第1125回（本年度 第13回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話

社会奉仕委員会
クラブフォーラム
辻 義光 委員長
■第5回11月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

次回 10/20 のお知らせ
♬SONG 「R
: ・O・T・A・R・Y」
■創立24周年記念例会
18：00〜 例会
18：40〜 祝宴
オーキットテラス

10月は、米山月間です、本日の卓話に地区米山奨学委員会 古城委
員長にお越し頂いております。最新の米山奨学事業についてお話し
をして頂きます。
先週は、
クラブ職業奉仕委員会活動として、早瀬会員のお世話にて曹
洞宗陽松庵において移動例会を開催させて頂き、短時間の体験座禅
でありましたが、
日常生活とは異なる空間での貴重な経験をさせて頂
きました。
早瀬会員、満村職業奉仕委員長に改めてお礼申し上げます。有難う
ございました。
そして、準備から最後の洗い物や後片付けまでお世話下さった檜皮
会員、藤本会員、杉村会員、米倉会員をはじめ会員の皆様に感謝申し
上げます。

本日、皆様に
「大阪中之島基金」拠出についての御願
い書面を配布させて頂きました。
この基金の主旨や
内容については、重ねて説明させて頂き、
ご理解頂け
たものと思っております。拠出の是非については、決
して強要ではなく、会員の皆様のご意思にてお決め
頂いた上で、
ご協力をお願い申し上げます。
9月24日開催の地区決議会においてご報告致します。
①前年度の地区決算に係る件
（2015-16年度の地区会計決算報告の承認）
②IMを8組から6組に再編成する件
（2019-20年度より、従来の8組から6組に再編
成される）
③2018-19年度以降のガバナー補佐選出に係る件
（IM組内の輪番制から立候補制となり、ガバ
ナー補佐選考委員会の審査を経て推薦され、
ガ
バナー指名委員会によって決定される）
以上、三つの議案が上程され採決されました、詳細に
ついては、G月信等にて正式に報告が行われると思
います。

三世代合同例会です。
ホストクラブは大阪天満橋RC
例会場：ヒルトン大阪
例会開始時間：12：00
地区委員会、
その他の報告です。
■東北野田村への奉仕事業
日程：10月7日
（金）〜10月8日
（土）
12名の参加予定です。
御参加の会員は青のブルゾンをご持参ください。
■三世代クラブ合同奉仕事業
日程：10月15日
（土）
10名の参加予定です。
■米山奨学委員会カウンセラー対象リクレーション
日程：10月16日
（日） 10：00〜
会場：宝塚歌劇場
井本カウンセラー宜しくお願い致します。

今月のG月信に
「ロータリーの友」誌2016年10月号
の18-19ページが推奨記事として紹介されています。
グローバル補助金｢ベトナムにおける内視鏡手術 特
に耳鼻咽喉科・頭頸部外科の発展と教育｣大阪中之
島ロータリークラブ VTT委員長 栗山 博道の表題に
て栗山会員の執筆記事が掲載されています。是非と
もご一読下さい。

幹事報告 (10/6)
2016-17年度第1124回（第12回例会）

幹事 杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

▲お誕生日のお祝い：左より井本 万尋会員・村橋 義晃会長

■10月6日
（木）
本日は米山奨学担当卓話です。
北村米山奨学担当宜しくお願い致します。
■10月13日
（木）
次年度理事・役員の発表です。
※本来ならば12月8日の年次総会の1カ月前の例
会にて発表なのですが、10月20日は創立記念
夜例会、10月27日は三世代合同例会ですので、
10月13日の発表とさせていただきます。
社会・青少年奉仕委員会フォーラムです。
辻 義光社会・青少年奉仕委員長、宜しくお願い致
します。

▲事務所創立記念日のお祝い：左より杉村 雅之会員・村橋 義晃会長・
高島 凱夫会員

例会終了後、第5回11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。
■10月20日
（木）
創立24周年記念夜例会です。
例会及び親睦会会場：
太閤園2階 オーキッドテラス
例 会：18：00〜18：30
親睦会：18：40〜21：00
※台北福齢RC様から数名来訪いただきます。
■10月27日
（木）

▲結婚記念日のお祝い：左より金森 市造会員・嶽下 勇治会員・
村橋 義晃会長・梅原 一樹会員

米山奨学事業の現状と新しい流れ ー大阪中之島RCの皆々様ー

北村 讓 米山担当、講師：地区米山奨学委員長

古城 紀雄 様

アンと協働できる優秀な人材育成型」になりました。加
えて、
「表彰制度」の改訂も行い、
さらに、最近では「多様
な国々からの奨学生採用」
に留意し、海外からの直接応
募も可能にするなどの新しい流れも実施されてきてい
ます。
また、従来「特別寄付者の割合」
については地区へ
の奨学生配置数の算定に考慮されていませんでしたが、
今年度の寄付状況から算出される再来年4月配置から、
この特別寄付者割合も算定基礎データとして
「新たに」
考慮されることになりました。
この「特別寄付者割合」につき当地区全体の前年度実
績をみますと71.4％に留まり、残念ながら28.6％の会
平素は「米山奨学事業」に対して多大なるご支援、
ご協
力を賜り誠にありがとうございます。
またこの度は貴クラ
ブでの卓話の機会をいただき、誠にありがとうございま
した。
本事業が米山梅吉翁の遺徳を偲びつつ、1954年にス
タートして62年間が経ちました。
この間、先輩ロータリア
ンの方々の間断なき努力の結果として、今や日本の
ロータリアンがその理念を目に見える形で実践できる
有用な事業と認識されるようになっています。
19,000人を超す元奨学生（米山学友）からはすでに3
人のガバナーが輩出しており、
また少なくとも220人が
ロータリアンとなっています。指定校からの奨学生候補
者推薦制度、世話クラブ・カウンセラー制度など、事業の
骨格もその意義を十分に発揮し、来年は財団法人化50
周年の記念の年を迎えます。上述のように、
この事業が、
世界からの留学生と心を交わし合い、遠い将来へ向け
て世界平和を希求する息長い日本発のロータリー運動
として、年々活発に展開されつつありますことは同慶の
至りと考えております。
申すまでもなく、奨学生への支援は、
ロータリアンの皆さ
んから毎年いただく寄付を源泉としています。最近、当
地区では、おひとり30,000円（普通寄付と特別寄付の
合計）をお願いしてきていますが、本年の松本DGにお
かれても3月のPETS、4月の地区研修協議会において、
当地区での米山事業への寄付について、
「 普通寄付と
特別寄付の合計目標をひとり30,000円とする」および
「今後は複数世話クラブ制度の活用を促進する」
とのガ
バナー方針を明示されました。地区委員会としてもこの
方針が達成されるように精いっぱい汗をかくこととして
います。
この62年間、本事業はいくつかの改変が行われていま
す。
「救貧型」
という初期の趣旨は2000年頃に
「ロータリ

員におかれて特別寄付ゼロという状況でした。有難いこ
とに貴クラブにおいては全会員から特別寄付をいただ
いておりますが、他のクラブに対しては、30,000円の目
標の達成とともに、
より多くの会員から特別寄付をお願
する方針でおります。
資料によりますと大阪中之島RCにおかれては今まで受
入れ奨学生は14名となっています。
ここ3年間は連続し
て世話クラブとなっていただいています。特に今年度よ
り2年間外国からの直接応募の留学生の受入れをいた
だき、大変お世話になっており、
お礼申し上げます。
地区米山奨学員会は本年度のモットーを
「共に学び、高
まり合う米山」
としています。出身国の状況や文化を奨
学生から大いに引き出していただく流れを企画いただ
き、一方で日本の状況・文化を直接間接にしっかり伝え
ていただく機会も含めてしっかり交流して下さるように
お願い申し上げます。
貴クラブにおかれて、
さらに前向きに本事業に取り組ん
でくださるよう、
どうかよろしくお願い申し上げます。

Ａテーブルミーティング報告
日 時：2016年10月6日
（木）13：40〜14：40
場

所：太閤園

1階ラウンジ

出席者：吉田会員、高島会員、井戸本会員、西田会員、坂本会員、藤本会員

例会終了後、
太閤園1階ラウンジにてAテーブルミーティ
ングが行われ、吉田議長の挨拶で始まり、来年10月の
三世代合同奉仕事業についての話題で、従来の支援事
業と違った講演など
「文化的事業」
も良いのではとの意
見もあり、
「ベトナムVTT」
「吉田議長のベトナム：ハノイ
裏千家 同好会視察」、当日の卓話でも取り上げられま
した
「米山奨学会の寄付」や「会員増強のタスクチーム」

以上6名

について新人会員にとって分かりにくい点を先輩会員
から勉強させて頂きました。
ガバナー杯野球大会の結果など話題は多岐にわたり、
お酒の変わりにミックスジュース、
アイスティーで終始、
落ち着いた和やかな雰囲気でミーティングを進める事
ができました。
お忙しい中、皆様お集り頂きありがとうございました。

第1回 Bテーブルミーティング報告
日 時：2016年9月15日
（木）13：40〜14：00

●Bテーブル懇親会について
・テーブルごとよりも重要なのは各委員会ごとに親睦
を深め、
より良い活動の要にしていくべきである。
・テーブルごとの親睦については、毎回の例会時に
テーブルで親睦を深めることが良い。
・例会時12時に集合し
「テーマ」
を決めて雑談。
・10月よりスタート。
●次回打合せ日時
・10月6日木曜日 12：00〜例会まで
・テーマ
「クラブの事で思っていることについて」
●現在の当クラブについて
・基金について
団体として大規模な奉仕をするのはアイサーブの

ロータリーの本命ではない。
お金を集めるだけでなく違うことを考えていくべき。
・年次報告の基金利用について
明確にすべき
・社会提言
世間を見ていると昭和20年代の人がどの様になっ
ていくのか気になる。
病院、介護施設は今悲惨な状況である。
無駄なお金の使い方ををせず、お金を集めて違う
方向に目を付けて使用していく。
・職場体験
大変面白い。今後も継続していくべき。
・各委員への提言
どんどんしていくべきである。

第2回 Bテーブルミーティング報告
日 時：2016年10月6日
（木）12：00〜12：30
場

所：例会会場テーブル席にて

出席者：金森会員、早瀬会員、北村会員、檜皮会員、戸田会員、米倉会員

以上6名

テーマ：先週の移動例会について

平成28年9月29日木曜日は早瀬会員のお世話になり
曹洞宗陽松庵で座禅体験させていただき、お昼はそう
めんをご馳走になりました。
そうめんを運ぶ際、
水を張り忘れてしまいました。
（米倉）
≪早瀬会員のお話し≫
そうめんは水を張り、氷を載せて食するものです。通
常ご家庭では奥様がそのように料理されていて、皆様
は当たり前のように頂いているはずです。そういった
細部まで気に留め、日ごろの奥様のご苦労を理解し
感謝しなければなりません。
そうめんを苦手という方がいます。
しかし本来のダシで
食すればきっと変わるはずです。今回のダシは3日前
から仕込んだものです。
その3日間にもまろやかにする
という意味があります。料理は愛情です。頂きながら
作ってくれた方のことを考えて食することが大切です。

陽松庵は築年数350年の七堂伽藍という建物の構造
をしており、今では希少価値となっています。大阪府
の文化財にしてほしいとも言われている建物です。
「庵」
というだけに実際来られてその大きさに驚かれ
る方も多いです。
現在陽松庵には檀家さんがいません。昔は、徳島の
蜂須賀家が檀家さんでした。
私は昔永平寺にいましたが、5年間で寺を出て、その
後、陽松庵に入り、早28年ほどになります。
曹洞宗の本山としては、永平寺が有名ですが、開祖道
元禅師は長い間、宇治の興聖寺におられました。
座禅会は毎週日曜日午前9時半〜11時半に行われ
ます。又、是非足をお運び下さい。
≪各会員の感想≫
・金森会員
職業奉仕研修はもともと会員の職場を訪れてどんな

仕事をしているか見学する物であったので今回の座
禅研修は原点に返った研修で大変良かったです。
・北村会員
イモが何とも言えない甘さでとても美味しかったで
す。大変良い経験となりました。
・檜皮会員
私は父が毎年、万福寺で新入社員の研修にて座禅
を実施しておりましたので、久しぶりに幼き頃の思い
出と共に素晴らしい経験をさせていただきました。
特に、当日料理担当をさせて頂き、早瀬さんが薬味、
出汁への拘りにより、
どれだけ食事をしていただく人、
食べ物に愛情を注いでおられるか、
また一つ一つの
食べ物には生があり大切にしなければならない事
をお勉強させていただきました。普段の食事を疎か
にしている私に取りましては貴重な経験と共に教訓
となりました。
また後になりましたが早瀬さんのお嬢
様が夜遅くまで素麺の準備していただいたことに感
謝いたします。次回は会員全員の方が“ENJOY・
SERVICE”をお忘れなく！！

ていたことを思い出しました。その時も頭の中を無
にしなさい。
と言われましたが無にしようとすればす
るほどいろんな色が出てきたり人の顔が浮かんだり
していました。
しかし、今回は鳥のさえずり、川の流
れる音を聞きながら頭の中はとても穏やかでした。
癖になりそうです。
また、
お邪魔します。
そうめんはごめんなさい。普段料理をしていないこ
とがばれました。
これを機に愛情料理を増やしてい
きたいと思います。
ダシの作り方をご教授下さい。
・下岡会員
行きたかったのですが、海外出張が入り残念です。
是非、2年に一度開催されたらどうでしょうか？
・安達会員
今回は参加できず残念でした。
そうめん食べたいです。

・戸田会員
座禅をする時間が短くなってしまいましたが、大変
感動的でした。
・米倉会員
子供の頃、父が兄と私に登校前10分の座禅をさせ

ガバナー杯争奪軟式野球大会
この日曜日と月曜日の試合は、天候も回復し、最高の野
球日和での3試合でしたが、運が悪いのか、実力どおり
なのか、
すべての試合に負けました
1週間前の負けも含めて、
これで今回のガバナー杯は4

野球同好会 監督 安達昌弘

連敗！
さて、来週はサントリー球場で城北RCとの最終試合
あとは、大好きな野球を心おきなく楽しみたいです‼

２０１６年-１７年度東北大震災支援事業
10月7日
（金）
村橋会長はじめ総員10名で岩手県九戸郡
野田村へ最後の東北大震災支援事業に行って来ました。
大阪空港に6：05集合という早朝にもかかわらず誰も遅
れず、余裕を持って東北に向けて出発しました。
これも我がクラブの結束の固さだと思っています。
8：40岩手県花巻空港に無事到着。13：00に村役場に
到着後、役場のご担当者の案内で野田村の復興状況を
見学、
まだまだ復興には時間が掛かると再認識しました。
その後野田村小学校に訪問しました。
到着後校長先生と懇談後、講堂において小学生全員
180数名の拍手に迎えられ入場、
まず校長先生からの
お礼の言葉、村橋会長の挨拶、小学生代表の感謝の言
葉のあと、今回贈呈しました楽器を使っての小学生の

社会奉仕委員長

辻 義光

心温まる演奏を聞かせて頂きました。一昨年に訪問し
た野田村中学校での太鼓演奏とはまた違った感動を
受けました。
小学校を後にして再度役場に戻り、
贈呈式を行いました。
村橋会長から目録を贈呈、野田村村長から台北福齢
RC、大阪中之島RCへ感謝状をいただきました。
この訪問では、村橋会長、早瀬会員、吉田会員にはいろ
いろお世話になりました。
ありがとうございます。
今回を持ちまして、一旦東北大震災支援事業は終了と
なります。台北福齢RCの皆様、大阪中之島RCの皆様に
は多大なるご支援をいただき感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

地区内からも称賛の声

ロータリー公共イメージコーディネーター パストガバナー 横山 守雄

Rotaryの友10月号で大阪中之島RCさんのベトナムで

としてお取り上げ頂き、12月地区大会での映像紹介の

のVTT Projectの大変素晴らしい記事を拝見致しました。

あと、
ガバナ−表彰されますことを推奨提案致します。
ご

本事業の受益国ベトナムはもとより、他の国の地区やク

検討を何卒宜しくお願い申し上げます。

ラブが数多くあり、国際理解と親善を促進するという国

なおPDG高島様には前年度までのARPICとしてご存知

際奉仕の究極的な目的を極める活動です。
また事業内

の通り、本奉仕プロジェクトをRI日本事務局が管轄して

容や継続性など、
ロ−タリ−に最も相応しい、意義ある

おります「クラウドBOX」
と、My Rotaryの「Rotary Show

奉仕活動と存じます。

Case」へのご投稿を大阪中ノ島クラブ広報委員長へお

R友誌でR財団創立100周年記念事業の記事として紹

願い頂きましたら幸いです。

介されていることも、それ相応の価値があるからこそで

この様な活動はベトナムにRotary Clubを新たに導入す

しょう。

る上でも、今RIが最も期待している活動の一つです。

本奉仕プロジェクトを松本DG年度の
「意義ある業績賞」

以上宜しくお願い申し上げます。
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ニコニコBOX

村橋：地区米山奨学委員会、古城委員長、本日卓話よ
ろしくお願いします。
嶽下：ニコニコ
井戸本：座禅欠席のおわび
杉村：本日もよろしくお願いします。
栗山：地区米山奨学委員会、古城委員長、本日卓話よ
ろしくお願いします。
吉田：ニコニコ

米山奨学生

早瀬：月初です。ニコニコ
米山奨学生

蘆 聖芸（ルー シェンユン）

山本：北村さん、卓話楽しみです。
高島：地区米山奨学委員会、古城委員長、
ようこそ大
阪中之島へ。
ご指導よろしくお願いします。
金森：先週の例会、嶽下さんと北村さんにお世話にな
りました。
小林：先週の移動例会、楽しかったです。早瀬さん有
難うございました。
辻（一）
：ニコニコ
北村：古城委員長、本日は有難うございます。
村上：月初です。ニコニコ
木村（眞）
：ニコニコ

みなさんこんにちは！
秋の季節ですね。最近台風が多くて、今日が晴れで良
かった。
この間、小林香織さんのサックスのライブに行って、夢み
たいな演奏会でした。
大阪にいられて本当によかったです。皆様ももし楽器の
音楽が好きだったら、小林香織さんの新しいアルバム
「Melody」
も聞いてください。本当に傑作です。

戸田：ニコニコ
坂本：ニコニコ
井本：古城様、本日は有難うございます。
藤本：ニコニコ
米倉：本日の卓話、楽しみにしています。
地区米山奨学部門 委員長 古城 紀雄 様：
本日は卓話の機会を頂き有難うございました。
よろしくお願いいたします。

D1の発表会無事に終わりました。

本日合計 : ￥58,000

これからはリクルートに向けて頑張ります。

累

みなさん保育園の方とか乳児を育てる方がご存知でい
る方は、ぜひご紹介させてお願いいたします。
ありがとう
ございます。

本日のメニュー

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥709,000

32名
7名
1名
26名
5名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率
9月8日の修正出席率

●本日のビジター

83.87 %
93.54 %

地区米山奨学部門委員長

●本日のゲスト
米山奨学生

・赤肉メロンと生ハム ハムのコルネ ブルスケッタ
・帆立貝のサーモン巻きオーブン焼き きのこクリームソース
・トマト アボガド 卵のサラダ、
コーヒー、
パン

●メイクアップ
北村 讓
下岡 陽一郎

9 月17日
9月 1日

1名
0名
0名
1名

古城 紀雄 様
蘆

聖芸 様

地区職業奉仕勉強会
会員研修委員会

