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ロータリー親睦活動月間

会長挨拶
会長

村橋 義晃

2017年6月22日
第1156回（本年度 第44回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「4つのテスト」
:
●卓話

大阪水上隣保館と大阪メチャ
ハッピー祭りの関係について
講師 大阪メチャハッピー実行
委員会委員長 黒川 弘章 様
嶽下 勇治 会員

次回 6/29 のお知らせ
♬SONG 「R
: ・O・T・A・R・Y」
■今年度最終夜例会及び
下半期新入会員歓迎会
会長・幹事退任挨拶

6月20日に行われるIAC認定状伝達式に際し、辻義光会員、井本会
員、米倉会員には、会場となる開明高等学校・中学校において初めて
経験する式典であり、模索しながらの準備にご尽力頂いています。
当日は、当地区のガバナーや地区役員、学校側からは、理事長、校長
をはじめ生徒達の出席のもとに伝達式が執り行われます。当クラブか
らは、十数名の会員が出席頂けるとのことですが、一度限りの公式な
式典の機会です。是非ともご出席頂き、
これからの活動にも応援をお

願い致します。

アトランタ国際大会

本日の卓話は、高島会員がロータリーについてお話
しされるようです。

6月9日
（金）
より、
アトランタでのロータリー国際大会に

卓話準備中のスクリーンに2012-13年度地区大会の
懐かしい映像を拝見しました。地区大会の重要な役
割を担って頂いた方々の雄姿をご覧頂きたいと思い
ます。
現 在 、国 際ロータリーの 会 員 数 は 、約 1 2 0 万 人 、
RI2660地区には、今年度に創設された大阪水都RC
を加えて82クラブ、三千六百数十名の会員が在籍し
ています。
世界のロータリークラブは、RIによって定めたられた
規則と方針に沿って運営されていますが、
ロータリー
活動の主体はクラブです。
クラブと地区、そして、RIと
の関係や補助金活用の仕組み等もご承知しておい
て頂きたいと思います。

幹事報告 (6/15)
2016-17年度第1155回（第43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。
■6月15日
（木）
本日は高島会員の卓話です。
よろしくお願いいたし
ます。
■6月22日
（木）
嶽下会員の卓話です。
ご準備よろしくお願いいたし
ます。
■6月29日
（木）
18：00

夜例会

会長・幹事退任の挨拶

18：40

下半期新入会員歓迎会

地区委員会、
その他の報告です。
■インターアクトクラブ認定状伝達式
日時：6月20日
（火） 17：00〜18：15
会場：開明中学校・高等学校

6F 会議室

大阪市城東区野江1-9-9
TEL.06-6932-4461
集合時間：16：00

下岡 陽一郎

出席して参りました。
その折の写真をご覧ください。

ロータリーあれこれ

高島 凱夫会員
せて戴きました。
ロータリーの用語には、元来決められている事柄がたく
さんあります。是非新鮮な頭のうちに覚えておいて下さ
い。私は、今年度はSAAという係を与えられました。念書
にもお話を致しましたが、
「SAA委員会」
というものは存在
致しません。
「SAA」
「副SAA」
という呼称しかないのです。
細かなことですが、
クラブに来られたビジターの方に
「こ
んな程度のクラブか？」
と思われないための第一歩だと
思います。
2012〜2013年度の地区大会のほんの一部をVIDEO
でご覧戴きましたが、当時会員数も30人を切り、
クラブ
新しく大阪中之島ロータリークラブ（註；私たちのクラブ

創立20年目のクラブにとっては、凄い重圧であったこと

は「中之島ロータリークラブ」
でなく
「大阪中之島ロータ

は事実です。
しかし、
クラブが一体となり成し遂げた達

リークラブ」
です。書くときは「ロータリークラブ」
とき記

成感には、今までに無い感動を味わったことは間違い

し、決して
「RC」
ではありません。）皆様方は、
クラブ研修

がないと思っています。
このことは、大阪中之島ロータ

委員会委員の方々からもう研修を受けられたかと思い

リークラブで誇れるプロジェクトの一つであると思いま

ますが、国際ロータリー（RI）
（ 註；決して「国際ロータ

す。
このプロジェクトを経験されていない新たな仲間の

リークラブではありません。）
の組織図についてお話をさ

皆様方も、是非「誇り」
に感じて下さい。

米山奨学生

米山奨学生

蘆 聖芸（ルー シェンユン）

二つ目は、同じパッションを持ってる人達とグループを
作ることです。連合小児発達学研究科の中に、周りは臨
床心理士、支援教師、聴覚治療師、精神科医、小児科
医、歯医者や会社の方、色々な専門な方がいます。素敵
な方が周囲にいることはすごくありがたいことです。た
だし、最近は同じ立場で、同じパッションで睡眠研究を
する人が少ないの認識が出てきました。
ロータリークラ
ブからインスパイアされ、睡眠医学の勉強会を作ること
になります。例えば、精神科医の方と不眠のchapterを読
んだり、歯学部の院生さんとmalocclusionと睡眠の関連
を勉強したりします。
皆様こんにちは。
この一年間、皆様のお世話になりまし
て、誠にありがとうございます。
一年が経ち、最近は研究について二つのことを認識が
出てきました。
一つ目は、
人を聞く前にまずgoogleすることです。
睡眠研
究に、体動計は簡単な測定方法です。先生達からも体動
計の使い方を優しく教えてくれ、
会社からも二枚のマニュ
アルをいただきました。
ただし、
最近は体動計のデータ読
み出すのエラーが出て、
解決策を探す時、
会社の英語版
のサイトで、
体動計について詳しいtutorial information
があります。人工知能が流行って来るの現在は、機械や
製品などの操作方法はビデオで教え、
人やサービスはパ
ソコンができないのinventionかintegrationに向かうの
は将来の方向ではないかと思います。

このようーなこと皆様良くご存知でいると思いますが、
環境を柔らかくて、積極的変えることは重要なことです。
これからも、素敵な皆様によろしくお願いいたします。

インターアクトクラブ認定状伝達式

インターアクト担当委員長

井本 万尋

6月20日（水）17：00より開明中学校・高等学校にてイ

の皆さんと総勢60名以上で盛大に行なわれました。

ンターアクトクラブの認定状伝達式が行われました。

インターアクトクラブ会長の竹ノ内真南さんのクラブ活

当日は、
クラブ立ち上げの式典という事もあって、第

動を通じ奉仕活動によって成長を目指す力強い言葉を

2 6 6 0 地 区 松 本ガバナーをはじめ、多くのご 来 賓の

いただきました。
また第2部の懇親会ではインターアク

方々、大阪東ロータリークラブ、開明中学校・高等学校

ター達の和気あいあいとした雰囲気で大阪東ロータリー

の理事長、校長、関係者、
そして、
インターアクター30名

クラブの皆様と共に交流を深めることが出来ました。

6

15

ニコニコBOX

村橋：梅雨の晴れ間にニコニコ、本日の卓話よろしく
お願いします。
嶽下：ニコニコ
杉村：ENJOY SAERVICE 親睦と思いやり、心配りを原
点に奉仕を実行しましょう。本日もよろしくお願
いします。
西田：高島さん、卓話楽しみです。
吉田：ニコニコ

本日のメニュー

早瀬：高島さん、
「ロータリーあれこれ」卓話頑張って
下さい。
高島：とりとめのないない卓話ですがよろしく。
辻（一）
：友人の丸山君を連れてきました。
よろしくお
願いします。
前田：夕べ少しだけ楽しいことがありました。
村上：今日は30度で暑いですね。体調管理に気をつ
けましょう。
檜皮：高島会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。
辻（義）
：ニコニコ
木村（佳）
：ニコニコ

・鯛のマリネ 彩り野菜
・牛フィレ肉のステーキ 多種野菜添え 赤ワインソース
・トマトとコーンのサラダ、
コーヒー、
パン

戸田：高島先生、卓話で勉強させてもらいます。
坂本：ニコニコ
米倉：お誕生日のフルーツ、
とても美味しかったです。
有難うございます。

本日合計 : ￥41,000

7月20日
（木）に村橋会長、杉村幹事慰労会
を淀川邸にて18時より開催いたします。
沢山のご出席宜しくお願いします。

●メイクアップ
木村 佳弘

6月 8日

坂本

恵

6月 8日

一夫

6月 8日

米倉 由美

6月 8日

辻

次年度親睦打ち合わせ
及び会員研修会
次年度親睦打ち合わせ
及び会員研修会
次年度親睦打ち合わせ
及び会員研修会
次年度親睦打ち合わせ
及び会員研修会

計 : ￥2,143,220

累

慰労会のお知らせ
●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

31名
6名
1名
26名
4名

出席率
5月25日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
1名
1名

86.66 %
96.66 %

●本日のゲスト
辻会員ご紹介
米山奨学生

丸山 澄高 様
蘆 聖芸 様

●本日のビジター
大阪南RC

片岡 利雄 様

