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第1131回（本年度 第19回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 12/8 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員長・小委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
■年次総会
　次年度理事役員決定
■1月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

前年度に行ったベトナム・ダナン病院へのVTT医療支援事業の継続
観察に20日から23日迄の日程にて、会員とご家族、地区内クラブの
ロータリアン、そして、医療支援チームとして協力頂いた、関西医科大
学病院医師メンバーの総勢15名で訪問してきました。

このVTT事業の成功は、関西医大とダナン病院との良好な継続的連
携を支えてこられた高島会員やグローバル補助金の申請手続に尽力
された栗山会員、実施期間中に現地に滞在して医療スタッフの支援
をして下さった会員各位、地区財団委員会、台北と地区内の共同提



2016-17年度第1130回（第18回例会）
幹事報告 (11/24)

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24日（木）
本日は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。

■12月8日（木）
年次総会を開催いたします。　
決議案は次年度理事・役員の選任についてです。
欠席無きようお願い致します。
例会終了後、第7回1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。

※クリスマス家族会の為、12月15日（木）の例会は12
月17日（土）に変更致します。

唱クラブ等、R財団グローバル補助金の有効活用が
成功した大きな要因でありました。ご協力頂いた多く
の関係者の方々に感謝申し上げます。

今回の訪問にて、今年1月から10ヵ月の間に500例
の内視鏡手術を実施、大勢の治療に貢献している実
績に医師からの感謝の意を表明され、この事業の成
功事例が地区内ロータリアンからも関心の高さを伺
えました。

22日には、ベトナム・ダナン市外務局を表敬訪問し、
ベトナムとロータリーについて意見交換をさせて頂
き、貴重な経験となりました。

前年度から訪問のお世話を頂いた嶽下会員に感謝
致します。

本日の卓話は、規定情報委員会嶽下会員から今年度
の規定審議会において採択され、クラブの裁量権が
大きく拡大した内容について、理解を深めて頂きた
いと思います。

今回の採択事項については、入会金の廃止、例会回
数や出席に関すること、会員資格、職業分類に関する
事等が主要事項となりましたが、ロータリーの基本は
変わっていないという事を前提に理解しておく必要
があると思います。

改正点に関して、正規の解釈は原文たる英文におい
てなされる事になっており、原文では shall, may, 
should の区別がなされており、和訳では正しく表現
されていない事もあり、日本において重大事項と受
けとられている採択事項の文章には 殆ど may が用
いられている事を知っておく必要があると思います。

　開始時間：例会17：30～
　　　　　  クリスマス家族会18：00～

※2017年1月5日（木）の例会は休会と致します。

地区委員会、その他の報告です。

■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

■大阪天満橋RC様・大阪大手前RC様から親睦会お
誘いのお知らせ
食べ歩き同好会　大川クルージングと紅葉鑑賞
日時：11月25日（金）集合18：15
場所：中之島ラブセントラル
　　  大阪市北区西天満2-1-18
　　  TEL.06-6362-1000
会費：8,000円
主催：大阪大手前RC

■紳士の料理教室
日時：12月1日（木）17：30～
場所：大阪ガスクッキングスクール（ガスビル1F）
　　  大阪市中央区平野町4-1-2
　　  TEL.06-6205-4640
会費：8,000円
主催：大阪天満橋RC

本日のメニュー

ライトミール　海鮮ちらし寿司　お吸い物



国際ロータリー規定審議会（2016.4.10～15）

審議された立法案　181件

　内 制提案  117件（RIの組織規程を改正する立法案）
　　　　　　→　47件採択

　〃 決議案  64件（RIの組織規程を改正を求めない立
　　　　　　法案）→　14件採択

Ⅰ クラブ運営

16-01　書面による理事会議事録について規定する
件（318対136で採択）

・趣旨
クラブ理事会のすべての会合と特別会合
の議事録をクラブの全会員が閲覧できる。

16-02　クラブ会計が理事会メンバーとなるよう規
定する件（379対72で採択）

・趣旨
クラブ会計を理事会メンバーと規定する。

16-05　クラブ内の委員会について規定する件
・・・クラブ裁量・・・（238対213採択）

・趣旨
CLPに基づく5委員会を最低必須とする。
広報を公共イメージ委員会に修正。

16-06　ロータリークラブの目的を定義する件
（236対217で採択）

・趣旨及び効果
第4条のロータリーの目的の他に、第7条と
してクラブの目的（Purpose）を新設する。

16-07　クラブ会員の入会金を廃止する件
・・・クラブの裁量により任意・・・（232対228
で採択）

・趣旨及び効果
入会金の規定をすべて廃止し、ロータリア
ンになれる見込者の枠を増やす。

Ⅱ 奉仕部門、ロータリーの目的

16-10　奉仕の第二部門を改正する件
（254対210で採択）

・趣旨及び効果
職業奉仕に、「自己の職業上の手腕を社会
の問題やニーズに役立てるために、クラブ
が開発したプロジェクトに応えることが含
まれる」を追加

Ⅲ クラブ例会

16-21　クラブ例会と出席に柔軟性を認める件
・・・クラブ裁量・・・（392対82で採択）

・趣旨
標準ロータリークラブ定款の新しい第7条、
第10条、第13条の例外を認め、各ロータ
リークラブの細則で例会頻度と出席に関
する規定を定めるようクラブに柔軟性を与
える。（毎月最低2回の例会開催に修正）

16-26　例会取消の規定を改正する件
・・・クラブ裁量・・・（272対222で採択）

・趣旨
国民の祝日が含まれる週で、祝日以外の日
に例会を開かなかった場合も、取消と数え
られる。

Ⅳ 出席

16-30　直接あるいはオンラインの両方による例会
出席を認めるよう、出席規定を改正する件
（322対188で採択）

・趣旨
従来型のクラブでも、オンラインでの参加
に必要な技術インフラが設置されている
場合は、オンラインによる参加も通常の出
席として数えられる。

16-82　従来クラブとEクラブとの区別をなくす件
（355対145で採択）

2016年規定審議会クラブ関係の主な決定事項（採択されたもの）

嶽下勇治 委員長



国際ロータリー会長　ジョン ジャーム氏 公益財団法人ロータリー日本財団理事長 千 玄室氏と、第3ゾーンロー
タリー財団コーディネーター補佐、2660地区学友委員長の溝畑委員長
とお写真をご一緒していただきました

「ロータリー財団100周年学友世界人道奉仕賞」を国際ロータリー会長ジョン・ジャーム氏より発
表され、1951年国際親善奨学生でおられる緒方貞子さまが受賞されました。

ロータリー財団100周年シンポジウム
Ｒotary Foundation Centennial Symposium クラブ財団委員長　檜皮 悦子

・趣旨
通常のクラブの例会を時によってはウェブ
上でも開催し、あるいはEクラブ例会をとき
によっては、オンラインだけではなく、実際
に顔を合わす例会を開催することもできる。

16-34　出席免除の規定を改正する件
・・・クラブ裁量・・・（395対97で採択）

・趣旨
出席免除規定に健康の上の理由のほかに、
子供の誕生により12ヶ月間を超えて欠席
となる場合を含める。

16-35　出席免除規定に20年以上のロータリー歴
を加える。
・・・クラブ裁量・・・（334対170で採択）

・趣旨
出席免除規定に、一つまたは複数のクラブ

でかくなくとも20年の会員歴がある条件を
加える。

Ⅴ 会員

16-36　会員身分をクラブ独自で決定できる。
・・・クラブ裁量・・・（386対75で採択）

・趣旨
会員身分と職業分類に関する規定の例外
を認め、クラブが独自決定できる。個々の
ロータリアンに柔軟性を与える。（職業分
類を削除）

16-38　会員身分の柔軟性を認める件（426対85で
採択）

・趣旨及び効果
ロータリアンの定義を簡素化にし、クラブ
理事会がより柔軟に会員を選べるようにす
る。つまり、クラブは善良さ、高潔さ、リー
ダーシップを身を持って示し、職業上及び
（又は）地域社会でよい評判を受けており、
地域社会および（又は）世界において奉仕
する意欲のある人によつて構成されるもの
とするとし、従来のその他の規定を削除。

結果的に年齢に関係なく、世評と本人の意
欲があればだれでも会員になることが出
来るようになった。 



11月20日より11月23日までベトナムダナン病院におけ
るVTTプロジェクトの視察旅行に大阪中之島RC8名、他
RC3名、関西医大2名総勢15名で行ってきました。

21日ダナン病院を訪問し、Le Thi Thu Hanh 院長、
Huynh Anh 耳鼻科部長をはじめダナン病院のスタッフ
の暖かい歓迎を受けました。

歓迎会の後、手術室に入り贈呈した鼻内内視鏡器機を
確認しました。また器機贈呈より10カ月で500例の手術
件数が行われたと聞き、手術件数の多さに驚くととも

VTTプロジェクト視察旅行 栗山 博道

に、今回のVTTプロジェクトの意義を改めて感じました。
またこれから必要な器具等の打ち合わせも行いました。

21日の夜には参加者全員とダナン病院3名の招待者と
の夕食会にて懇親を深めました。22日にはダナン市外
務局にも表敬訪問しました。23日早朝に関西国際空港
に到着し、弾丸ツアー解散の運びとなりました。

以上簡単ではありますが、今回のダナン病院の視察旅
行の報告をさせていただきました。



11月26日（土）秋晴れの爽やかな土曜日の13：00、成
美学寮において毎年恒例の餅つき大会を行いました。

大阪天満橋RCの社会奉仕副委員長の中西様、RAC4名
のご協力のもと、大阪中之島RC13名の総勢18名の参
加となりました。

村橋会長の挨拶の後、大阪中之島RCより寄付金、タオ
ル贈呈、村橋会長、早瀬会員のお二方よりりんご、みか
んの贈呈が行われ、早速餅つきが始まりました。

今年は二升5合の餅を3臼、学寮生徒、ロータリアン、

２０１６年-１７年度成美学寮餅つき大会 社会奉仕委員長　辻 義光

RACのメンバーで交代手分けしてにこやかに搗き、搗き
上がった餅をあんころ餅、きな粉餅にして皆でわいわい
がやがやと美味しく頂きました。

この恒例行事は学寮の生徒達も毎年楽しみにしていま
す。これからも永く社会奉仕として継続していくことが必
要と感じます。

ご参加いただきましたロータリアンの皆様、RACの皆様
ありがとうございました。



11月25日（金）大阪大手前RC様の同好会に参加させて頂きました。

船上にて美味しい料理と景色を満喫致しました。大阪大手前RC様ありがとうございました。

食べ歩き同好会・大川クルージングと紅葉鑑賞 幹事　杉村 雅之

早瀬会員がR財団「ポールハリスフェローマルチプル7」
（8,000ドル以上達成）の表彰を受けました。

Congratulations! 高島会員がウェスティンナゴヤキャッスルで開催された
第45回ロータリー研究会に出席されました。

第45回ロータリー研究会



いつもお世話になっております。

野球部の飲み会は、いつも盛会です。

11月24日（木）、場所は中央卸売市場の管理棟16階の
「魚河岸 たちばな」。午後6時30分開会で本年度ガバ
ナー杯野球大会の打ち上げ？残念会？お疲れ様会？忘
年会？何か特定しにくいですが、要は24名の野球部中
心の飲み会が開催されました。

村橋会長以下参加者全員が思い思いの感想を述べ、今
年度の反省、来年への期待を話し合い、まずは来年の
甲子園出場から良い結果を残すため、2月から練習を！
ということになりました。

この会に先立ちまして、クラブの方々からたくさんの寄
付を頂戴しお陰で女性群の費用を捻出することが出来
ました。それぞれの奥さん方の協力、理解があってこそ
の野球部です。本当に、楽しい素晴らしい時間を過ごせ
ました。ご出席のみなさん、ありがとうございました。

来年は、「全勝」です。

野球部打ち上げ 野球同好会 監督　安達 昌弘

ニコニコBOX

村橋：ベトナムより無事帰国しました。参加された皆
様お疲れ様でした。

嶽下：ベトナム支援お疲れ様でした。。ニコニコ

杉村：急に寒くなりました。ご自愛ください。

西田：一気に冬ですね。

井戸本：ベトナム、ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

栗山：11月20日から23日までダナン病院視察に行っ
てきました。
参加された皆様、お疲れ様でした。

吉田：ニコニコ

高島：ベトナム視察旅行に参加された皆様、弾丸ツ
アーお疲れ様でした。

小林：風邪を引かないように元気に過ごしましょう。

辻（一）：寒さニコニコです。

村上：今日もニコニコ

戸田：嶽下さん、卓話楽しみにしています。
ベトナムで肥えてしまいました。

井本：ニコニコ

坂本：ニコニコ

本日合計 : ￥36,000
累　計 : ￥1,026,220

24
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 0名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
10月27日の修正出席率 87.09 %

●メイクアップ
 下岡 陽一郎 10月16日 ガバナー杯野球大会
 梅原 一樹 11月  7 日 地区広報委員会会議

●誕生日
西田 末彦 ［23日］
井戸本 泰次 ［30日］

●事業所設立記念
栗山 博道 栗山診療所［平成19年］

Congratulations!12月のお祝い12月のお祝い


