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ロータリー財団月間
月間テーマ（11月）

第1129回（本年度 第17回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 11/24 のお知らせ
♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　R規定情報委員会卓話
　嶽下 勇治 委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　枚方の歴史
　福田 忠博 会員
■第6回12月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

今年度は、ロータリー財団100周年を迎えます。

1917年、アトランタでの年次大会にて、アーチ・クランフ会長が「世界
で良いことをする」ための基金創設を提案、基金への初めての寄付
は、カンザスシティRCからの26ドル50セントでした。

そして、1928年のミネアポリス国際大会で「ロータリー財団」と正式
に命名されました。

それから一世紀、ロータリー財団は世界において、きれいな水の提供、
疾病との闘い、平和の推進、基本的教育の提供、世界的ポリオ撲滅な
ど、多くのプロジェクトを通じて人道奉仕の最前線に立ってきました。



2016-17年度第1128回（第16回例会）
幹事報告 (11/10)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■11月10日（木）
本日はロータリー財団委員長卓話です。
檜皮財団担当宜しくお願い致します。

第2回クラブ協議会です。多くの会員の皆様のご出
席をお願い致します。

■11月17日（木）
福田会員の卓話です。宜しくお願い致します。

■11月24日（木）
ロータリー規定情報委員会卓話です。
嶽下担当宜しくお願い致します。

■12月1日（木）
各委員会報告です。
各委員長・小委員長宜しくお願い致します。

※2016年11月のロータリーレートは1米ドル＝102
円です。

地区委員会、その他の報告です。

■VTT事業視察（訪越）
日程：11月20日（日）～11月23日（水）
ご参加の皆様宜しくお願い致します。

■IM6組 会長・幹事会（睦輪会）
日程：11月22日（火）　18：30～
会場：ガスビル食堂

そして、ロータリー財団100周年を祝う今年度、大阪
中之島基金を発足し、将来において我クラブがどの
様な「良いことをする」のかを会員の皆様と考えてい
きたいと思います。

本日の卓話は、クラブロータリー財団委員長の檜皮
会員にお願いしています、ロータリー財団について
知識を深めて頂きたいと思います。

▲お誕生日のお祝い：左より木村 佳弘会員・村上 俊二会員・
　下岡 陽一郎会員・山本 肇会員・村橋 義晃会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より下岡 陽一郎会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より村上 俊二会員・福田 忠博会員・
　下岡 陽一郎会員・村橋 義晃会長

■第1回クラブ広報委員長会議
日程：11月26日（土）　10：00～
会場：薬業年金会館

■成美学寮慰問（餅つき大会）
日程：11月26日（土）　13：00～

■RI2660地区大会
日程：12月9日（金）・10日（土）
会場：大阪国際会議場

■RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
日程：12月9日（金）　18：00～
会場：リーガロイヤルホテル　光琳の間



ロータリー財団の創立100周年祝賀会は2017年6月
14日アトランタ国際大会にて盛大に行われますが、そ
れに向けて1年間、様々な奉仕活動が各クラブ・地区に
て企画されております。祝賀行事は韓国ソウル国際大会
で始まり2017年に開催されるアトランタ国際大会で最
高潮を迎えます。ロータリー財団という大きな支えがな
ければ、今日あるような、これほど強く活気のあるロータ
リーにはならなかったと思います。各クラブのほとんど
が財団から恩恵を受けております。特に2660地区で初
めて2年間続けてグローバル補助金を申請し、承認がお
りました、大阪中之島RCはロータリー財団100周年奉
仕事業として、国際ロータリーが現在、将来においても
一番懸念している、ポリオ・プラス問題を取り上げ“ポリ
オ・プラス撲滅ONEコイン作戦”として募金箱と設置させ
ていただきました。2017年6月に、RI第2660地区大阪
中之島RCは、財団100周年記念奉仕事業として、募金
総額を財団本部に送らせていただきます。会員皆様方
のご協力宜しくお願いたします。

ロータリー財団の歴史

1916～17年度国際RIの会長アーチC．クランフは彼
の会長年度の1917年に開催されたアトランタ国際大
会で「世界でよいことをするための基金をつくる」とい
う自らの構想を発表しました。

当時、退会するRI会長に、感謝のお品を贈ることを習
慣としているクラブがいくつかありました。アーチ・ク
ランフが基金の構想を発表した1ヵ月後、カンザスシ
ティーRCは彼への感謝の品を購入した余剰金の26
ドル50セントをクランフ会長が発表した基金として
ロータリー本部に送りました。これがロータリー財団
の歴史の始まりです。ロータリー財団は多くの資金を
集め様々なプロジェクトを実施するための重要な資
金源になっております。20ドル50セントの寄付を皮
切りに、少しずつ寄付が寄せられましたが、ロータ

リー財団の資金が順調に集まったわけではありませ
ん。それにはその後30年の歳月を待たなくてはなり
ませんでした。1947年1月27日、ロータリーの創始者
ポール・ハリスは自分が亡くなった後に記念碑等はい
らないから、代わりに「ほんとうに自分を追悼したいの
なら、国際理解を推進するための寄付をしてほしい」
と頼んでおりました。ハリスの逝去を知ったロータリ
アンはロータリー本部に寄付をおくりました。折しも、
1937年のRI理事会が発表して頻座した「200万ドル
キャンペーン」を復活させたところでした。理事会はこ
のキャンペーンの名称を「ロータリー財団ポール・ハ
リス記念基金」に変更しましたところ、1948年7月ま
でに130万ドル以上の基金が集まりました。「The Ro-
tarian」1947年4月号に掲載されたポール・ハリスの
追悼記事には「ポール・ハリスがまだ生きていたら集
まってくるお金そのものより、国際理解のためにその
お金をどう使うかを重視しただろう。彼は学生の交換
留学や伝統を学ぶ機会を提供する財団の高等教育
奨学金の計画に強い思い入れがありました」と書か
れております。その思いも組み入れられたのでしょう
か、1946年理事会と管理委員会によって「高等教育
の為のフェローシップ」が承認されました。その後も
ロータリー財団は、多額の資金が教育的プログラム
に使われました。勿論、多岐にわたる人道支援にも財
団の資金が使われ、多くの人びとの人生を変えてき
たことも忘れてはなりません。

ロータリー財団は2017年、100周年を迎えアーチ―
クランフが「世界でよいことをするための基金をつく
る」という構想を発表したアトランタでの国際大会で
クライマックスを迎えます。

2017年6月14日アトランタ国際大会では盛大な祝賀
会が期待されます。

終わりに

ロータリー歴の浅い私ですが、3度目のクラブ財団委員
長また、地区ロータリー財団・資金推進小委員会で２年
間お勉強させていただき、ようやく寄付もロータリアンと
しての奉仕である：寄付をさせていただく事で「世界の
どこかでよいことができる」と思えるようになりました。
ロータリー、ロータリー財団は基金がなくては事業がで
きません。

今後もご寄付・募金のご協力宜しくお願いいたします。
財団についての知識が未熟な私ですが、ご寄付のご質
問がございましたらご一報くださいませ。

“２０１６-２０１７年度はロータリー財団１００周年”
「世界でよいことをしよう：人びとの心に触れた１００年」

クラブ財団担当　檜皮 悦子 委員長



第2回　クラブ協議会（2016～2017年度）
日　時：2016年11月10日（木）　13：40～14：45
場　所：太閤園　サファイアルーム

開会の挨拶　村橋会長

ご多忙の中、お集まり頂きましてありがとうございます。

本日は下記のテーマについて協議を進めたいと存じます。

　・会員増強タスクチームにおける進捗状況

　・各委員会活動についての問題点及び解決策

皆様の活発なご意見を頂戴いただきますよう宜しくお願
い致します。

【協議事項】

1. 会員増強タスクチームにおける進捗状況について

会員増強・維持小委員会　檜皮委員長

・各タスクチーム（Aチーム～Jチーム）より進捗状況を発表。

・会員増強のタスクチームは、複数のメンバーで情報を
共有・記録し会員増強を継続していく事が重要。
次回は来年1月に集計発表を致します。

2. 各委員会活動についての問題点及び解決策について

・クラブ奉仕委員会　西田委員長

村橋会長の下、アットホームな雰囲気で全般的にい
いと思いますが、会員増強で会員数を35名ぐらいま
でになればクラブとして活性化すると思います。

・例会運営小委員会　井戸本委員長

11月号のガバナー月信で、会員数・出席報告がありま
す。当クラブの出席率はIM6組で2番、ホームクラブの
出席率は1番で83.06％と高い。これは当クラブが誇
れるものであります。またクラブが活性化してきている
象徴です。例会にて発表していきたいと思います。

・親睦活動小委員会　辻一夫委員長

現在、クリスマス家族会に向けて準備を行っています。
来年、上半期の新入会員歓迎会及び春の家族会も企
画中です。

・会員研修小委員会　山本委員長

年4回実施、色んな意見を取り入れながら研修を実施
すれば活性化すると思います。

・職業奉仕委員会　（代理：杉村幹事）

先日は素晴らしい移動例会を行うことができありがと
うございました。
今後も積極的に行っていきます。よろしくお願い致し
ます。

・社会・青少年奉仕委員会　辻義光委員長

先日、大阪天満橋RCの企画による3世代クラブ合同社

会奉仕事業が盛況で無事終えましたが、来年、当クラ
ブであのような事が出来るのかが少し不安であります
ので、早急に考えて頂きたいと思います。

・国際奉仕委員会　栗山委員長

特に問題点はございません。11月20日～23日ベトナ
ムへ訪越。
参加される方、宜しくお願いします。

・SAA　（代理：早瀬委員）

①7月からの例会運営については、現在まで特段の問
題も無く経過している。

②ニコニコ箱については、10月末までに890､000円
です。
今後の皆様方のご協力で、260万円以上の奉仕活
動費が捻出出来れば良いと思っています。
今年9月から開始いたしました着席場所は、現在ま
でのところ会員からのクレームもなく、各テーブル
ミーテイングも行われ、親睦にもなっているようで
あります。12月からは“干支”によるテーブル割を行
います。
テーブルミーテイングでは、ロータリーの様々な問
題も話し合っていただきたいと思っています。
例えば、1）経験の永い会員に話を聞く。2）理事会メ
ンバーに現在のクラブについて話を聞く。3）地区出
向者に地区の現況を聞く。など、様々なことを話し
合ってみて下さい。

・会計　木村佳弘

10月末現在ニコニコ収入が89万円と前年度よりも上
回っていて順調だと思います。

総評　村橋会長

本日も活発なご意見を頂戴頂きましてありがとうござい
ます。
クラブ協議会は、クラブ活性化の為のツールです。今後
も多くの会員の皆様のご出席を宜しくお願い致します。

閉会の挨拶　井戸本会長エレクト

アドラー心理学によるとコミュニケーションの基は、「あり
がとうございます」と「助かります」の2つという事でありま
す。本日は皆様のご意見をたくさん出して頂いて、まずは
「ありがとうございます」。
次年度に向けてのご意見、本当に「助かります」。
本日はありがとうございました。



会員増強・最強タスクチーム進捗状況
会員増強TASKチームは、大阪中之島RCにとりまして初
めての試みでもあり、大阪中之島RCオリジナルの会員
増強TASKチーム作戦を考えました。会員全員の方が参
加し、データーでも進捗状態が把握でき、「単年度」でも
問題の無い継続的な、いわゆるクラブ戦略計画でもあ
ると思います。この会員増強最強TASKチーム作戦は新

本日のメニュー

・イサキの白ワイン蒸し トマト・ハーブのヴィネグレット
・牛肉の美食家風 アンナポテト添え
・メスクランサラダ、コーヒー、パン

同期ガバナー会で、広島・呉・山口に行きました。田中作
次元RI会長も参加され、、楽しい3日間でした。

同期ガバナー会「さくら会 21」 高島 凱夫

A
藤本
安達
福田

B
井戸本
早瀬
檜皮

C
井本
金森
木村（眞）

D
小林
木村（佳）
北村

E
栗山
満村
村橋

F
村上
永井
西田

G
坂本
岡本
下岡

H
杉村
高島
嶽下

I
戸田
辻（義）
梅原

J
吉田
辻（一）
山本
米倉

＊「進捗確認項目」に各チーム人数を明記しました。
＊結果報告を見ますと、Bチーム・Eチーム・Jチームが頑張っておられます。
＊TASKチームの計画書に明記しておりますが、次回の各チームの進捗状況提出日は2017年1月26日（木）とさせて
いただきます。各リーダー宜しくお願いいたします。

①
②
③
④
⑤
⑥

1 5
1
3
1
1
1

3

2

2

1
1

3 1

1 4

会員増強・維持委員長　檜皮 悦子

入会員の発掘の目的はありますが、会員全員の方が会
員増強に関してアクションを起こし、意識していただく事
だと思います。ご協力宜しくお願いいたします。

※2016年10月20日に各チームリーダーにより第一回
TASKチームの進捗状況が提出されました。A～Jチー
ムの結果報告させていただきます。

「進捗確認項目」
①電話・メールにて連絡した ②ロータリーの友、週報を送付した ③入会を勧める目的で面談した
④ゲストとして例会に招待した ⑤会員資格、入会条件などを説明した ⑥当人が入会推薦者となることを承認した

A～Jチーム2016年10月20日入会推奨者進捗状況



ニコニコBOX

村橋：檜皮さん、R財団卓話よろしくお願いします。
嶽下：ニコニコ
井戸本：ニコニコ
杉村：本日もよろしくお願いします。急に寒くなりまし

た。ご自愛ください。
西田：夏から一気に冬ですね。
辻（義）：ニコニコ
栗山：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
福田：お花有難う。ニコニコ
山本：今月24日は私の誕生日で、野球懇親会欠席しま

す。ニコニコ
高島：本日はガバナー同期会で広島に来ております。

檜皮財団委員長、卓話頑張ってください。
金森：秋らしくなったと思うと冬ですね。
小林：寒くなりました。風邪を引かないように元気に

ニコニコ
下岡：久しぶりの例会です。
辻（一）：風邪には注意しましょう。
村上：ニコニコ
檜皮：本日の財団卓話よろしくお願いします。
木村（佳）：ニコニコ
木村（眞）：ニコニコ
戸田：檜皮さん、卓話楽しみにしています。

ハクゾーのマスク、有難うございました。
坂本：寒くなりましたね。体調を崩さないように気を

つけましょう。

本日合計 : ￥62,000
累　計 : ￥952,000

10
11

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
10月13日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
 安達 昌弘 10月10日 ガバナー杯野球
 井本 万尋 10月10日 ガバナー杯野球
 北村 　讓 10月10日 ガバナー杯野球

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

先週のスピーチコンテスト村橋先生と井本先生応援し
てくれて、とても感謝しています。村橋先生からのアドバ
イス：短い時間に短いことを伝えるのも一生覚えて、頑
張って練習いたします。

今日世界中一番大切なことはやはりTrumpがアメリカ
の大統領になることでした。皆さんはどう思いますか？
私の知り合いに、アメリカに在留の台湾人がいて、去年
のクラスメートアメリカの女性達がいて、あと随分優秀
的、マスター卒業してすぐアメリカの医学部に入る男性
が好きの男性知り合いがいて、彼らの一つ大きな恐れ
はHitlerのような人を大統領になれのサポートはどのよ
うの信念、どんな人を認めていますか？

Brexitと同じように、アメリカもイギリスの移民も多くな
り、だけど、都会ではないところで、local peopleが仕事
を探せないの状況も問題になり、その人達に対して、
Trumpは彼らの希望になるかもしれません。もちろんそ
れだけではないですけど、でも皆さんが外国人の私達
に受け入れられる気持ち、本当にありがとうございます。

重いの話しばかりが、ちょっと楽な話しをします。私は昨
日一つのジョークありました。先輩と広島出身の先輩は
実家で庭の周りに牡蠣を食べること最高でしたって言
いましたけど、私の頭の中に、柿のイメージが出て来ま
した。言語聴覚士の先輩はそれをきついて、かきシリー
ズの単語を色々教えてくれました。かきとかきの話はこ
こで終わります。皆さんはどっちの方が好きでしょうか？

最後は、先週日本に来た老年医学の学会参加しの友達
から、長生きの秘密を教えてくれました。

それは筋肉の力です。ややこしい内容ですけど、歩く速
度が0.8m/s、男性の握力26kg、女性の握力18kg超え
ると、長生きになれます。阻力訓練は一番役に立ちます。
例えば、自転車で坂を越えるとか、weight liftingとか。
皆さん一緒に長生きなれましょう！

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）


