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（ 10月11日）
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会長挨拶
会長

経済と地域社会の発展月間・米山月間

西田 末彦

2018年10月18日
第1219回（本年度 第15回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「君が代
:
・台湾国歌・
それでこそロータリー」
■創立26周年 記念夜例会
18：00〜 例会
18：30〜 記念祝宴

次回 10/25 のお知らせ
♬SONG 「我等の生業」
:
●卓話 ロータリー青少年保護と
危機管理
講師：高槻西RC 近藤 眞道 様

本日は地区の米山奨学委員長の岡部様がお越しです。後ほど米山奨
学金制度について詳しくお話をして頂きます。
今週は嬉しい報告が御座います。今週の日・月とガバナー杯野球大
会があり大阪中之島ロータリークラブは連勝致しました。
この調子で
優勝して頂きたいと思います。

幹事報告 (10/11)
2018-19年度第1218回（第14回例会）

ところで今月は米山月間です。米山奨学金制度につ
いて少しだけお話したいと思います。公益財団法人
ロータリー米山記念奨学会は、日本のロータリーが
共同で運営する奨学財団であり財源は主に私達会
員の寄付で、
日本独自のプログラムです。
事業開始から一貫して、
日本の大学・大学院などで学
ぶ外国人留学生を対象にしています。2018年4月採
用の奨学生数は全国で852人と民間の奨学金では
国内最大規模です。
事業の始まりは1952年、東京ロータリークラブが海
外、特にアジア諸国から優秀な学生を日本に招き奨
学支援する
「米山基金」
の構想にさかのぼります。
「米
山」
とは“日本のロータリーの父”と呼ばれた米山梅吉
氏の事です。

■本日は米山月間としまして地区米山奨学委員会
委員長 岡部様を講師としてお願いしております。
■10月18日（木）創立26周年記念夜例会で御座い
ます。
例会18：00〜

懇親会18：40〜

■10月25日
（木）
「ロータリー青少年保護と危機」に
ついて高槻西RC 近藤様を講師としてお願いして
おります。
■11月1日
（木）、11月はロータリー財団月間です。国
際奉仕委員会ロータリー財団担当 栗山会員、卓話
のご準備、宜しくお願いします。
■11月8日
（木）新入会員の自己紹介です。
佐賀野会員、上山会員、
ご準備、宜しくお願いいた
します。

タイから初めて奨学生を迎えたのは2年後の1954年、

地区委員会、
その他の報告です。

以降は海外からの招へいではなく、在日留学生への

■「地区公共イメージ向上セミナー」

支援に方針を変え、東京RCの単独事業から全国の
地区に拡大・発展しました。留学生数の増加に伴い
ロータリー所在国に限らず世界への門戸を開くなど、
時代と共に変化しロータリアンと外国人留学生との
交流を通じて国際親善と世界の平和に寄与すると言
う目的を今日まで貫いています。
最大の特徴は世話クラブ・カウンセラー制度で、
クラ
ブから会員の一人が｛カウンセラー｝
となって日常の
相談相手や交流の橋渡し役となります。今年度の中
之島RCの「カウンセラー」は嶽下会員になって頂い
ております。
奨学生は毎月1回以上、世話クラブの例会や奉仕活
動に参加し、日本の心・ロータリーの心を学びます。
又、会員にとっても多様な文化や価値観への理解を
広げる機会となっています。

幹事 藤本 淳司

日時：2018年10月13日
（土）14：00〜
会場：大阪YMC会館
ご出席予定の会員は宜しくお願いします。
■「台北福齢RCの皆様と京都観光」
日時：2018年10月19日
（金）10：00 太閤園出発
■「米山奨学生レクリエーションのご案内」が届いて
おります。
日時：2018年10月21日
（日）10：00〜17：00
場所：宝塚大劇場
米山奨学担当 嶽下カウンセラー、
ご出席宜しくお
願いいたします。
■「米山梅吉記念館訪問」
日時：2018年10月27日
（土）

米山月間にちなんで

下岡 陽一郎 米山担当、講師：地区米山奨学委員長 岡部 倫正 様
沢一彦氏が退任され、第7代理事長として斎藤直美
氏（さいとう ただみ）が就任されました。
斎藤直美氏は国際ロータリー第2760地区・豊田
ロータリークラブに所属し、2006-07年度同地区ガ
バナー、2016-18年度国際ロータリー理事をおつと
めになられました。斎藤理事長のもと、50周年後の新
たな一歩を踏み出して行くことになります。
これからの世界情勢では、国と国との懸け橋となるよ
うな、優秀な人材が果たす役割はいっそう大きくなっ
ています。米山記念奨学事業の重要性は、
さらに増し
ていくことは間違いありません。
これまで日本のロー
終戦翌年の1946年、“日本のロータリーの父”米山梅
吉氏が亡くなりました。
3年後の1949年、戦争のため解散を余儀なくされた
日本のロータリーが、国際ロータリーへ復帰します。
戦後、落ち着きを取り戻すにつれ、梅吉氏の功績を
永遠に偲ぶことができるような、何か有益な事業を
やろうではないかという声が大きくなってきました。
当時の日本はまだ食糧事情もはかばかしくなく、会員
たちは「クラブへ行けばお茶を入れてもらえる」
と、弁
当を持参し、
ストーブを囲みながら熱心に議論をして
いたそうです。
そして1952年、東京RCの古沢丈作会長が「米山基
金」の構想を発表しました。
これは、アジアから優秀
な学生を招いて学費を援助し、二度と戦争の悲劇を
繰り返さないために“平和日本”を肌で感じてもらい
たい、
というものでした。
こうして、東京RCが始めた
「米山基金」は、わずか5年
で、
日本の全ロータリークラブの共同事業として継承
され、1967年には財団法人ロータリー米山記念奨学
会が設立されました。
米山は、外国人留学生を対象とする民間の奨学金で
は国内最大規模です。
2018学年度は日本全国で852人が採用され、現在、
各ロータリークラブでお世話をいただいています。累
計では世界127の国と地域から2万396人を支援し
ています。
2018年9月、2014年から4年間理事長をつとめた小

タリアンが蒔いてきた
「平和の種」
を、今後も絶やすこ
となく、大きな花を咲かせ続けていくこと、それが
我々ロータリアンの使命と思います。
今後も、皆さんで一緒に、
この米山奨学事業を盛り上
げてまいりますのでご支援、
ご協力を、
どうぞよろしく
お願いいたします。

2018-2019 年度 第5回

11月度定例理事会議事録

日 時：2018年10月11日
（木） 13：30〜14：20
場

所：太閤園 2F サファイアルーム

出席者：理事役員
西田・木村・金森・辻（義）
・井本・嶽下・村上・北村（讓）
・戸田・檜皮・北村（薫）
・安達・藤本

以上13名（敬称略）

欠席者：村橋 （敬称略）

開会の挨拶（西田会長）
まだまだ多くの重要な事業が残っております。本日も
活発な意見をお願い致します。

【審議事項】
1. 2018〜2019年度

・モンゴルへのドクターカー寄贈の件

年間行事計画

三世代ロータリークラブでの合計6,300ドルの寄付

例年の「クリスマス家族会」の名称を、本年度は「年末

金は、中之島ロータリークラブが代表してロータリー

親睦家族会」に変更（親睦委員会の決定）

日本財団に送金することに決定。

⇒［ 承認 ］

尚、
この件の詳細は改めて次回の理事会に書類とし

2. 米山梅吉記念館訪問の件

て配布すること。

米山奨学委員会の予算より米山記念館に10万円を

・小林会員の復帰の件

寄付

約1年半のブランクを経て、11月1日予定で小林会員

⇒［ 承認 ］

が復帰されます。全員でお迎えしたいと思います。
今後、1年間以上休まれた会員が復帰した際には、花

3. クラブの保険加入について

束贈呈を行う ⇒［ 承認 ］

ロータリアンに過失責任のある極度の補償問題が発

・例会場での喫煙の禁止をお願いしたい。

生した場合のことも含め、改めて井本会員に村木会員

この件は、
まずSAAで検討し、次例会にて報告のこと。

とも検討して頂き次回の理事会での提案をお願いする。

閉会の挨拶（木村会長エレクト）

4. その他

たいへん多くの論点につきまして、効率良く審議を進

・クラブの諸口座について
現在、
クラブでは本口座も含めて8件の口座がある中、
既に退会されている会員名義の口座はすぐに現会計

めて頂きました。
次回の理事会では、特に保険関係の提案に期待して
おります。

の名義に変更すること。

本日はありがとうございました。

また、口座数を出来るだけ纏めることを北村（薫）会
計と嶽下会員に一任する ⇒［ 承認 ］

【 18年11月 行事予定】（ロータリー財団月間）
日付

通算No.

今期

1日
（木）

1221

17

ホームクラブプログラム

卓話担当者

次年度理事・役員発表

R財団担当（国際奉仕）
：

ロータリー財団委員長卓話

栗山会員

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事
IM6組会長・幹事会

第2回クラブ協議会

日程：11/21（水）18：00〜
会場：太閤園

卓話担当：佐賀野会員・

8日
（木）

1222

18

新入会員自己紹介

15日
（木）

1223

19

移動例会（陽松庵 座禅体験）

22日
（木）

1224

20

卓話担当：辻（一）会員

29日
（木）

1225

21

卓話担当：辻（義）会員

上山会員
職業奉仕委員会

第6回12月度理事会

【 18年12月 行事予定】（疾病予防と治療月間）
日付

通算No.

今期

6日
（木）

1226

22

13日
（木）

1227

23

20日
（木）

1228

24

ホームクラブプログラム

委員会報告・次年度総会

卓話担当者

会議、行事

成美学寮

各委員長・小委員会

日程：12/1（土）12：00〜15：00

次年度理事・役員決定
卓話担当：梅原会員

地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会

第7回1月度理事会

日程：12/7（金）
会場：リーガロイヤルホテル
地区大会

夜例会・年末親睦家族会
（太閤園

RI地区会議行事、
クラブ行事

本会議

日程：12/8（土）

桜苑）

会場：大阪国際会議場
三世代合同奉仕事業

27日
（木）

-

-

日程：12/15（土）

休会②

大手前整肢学園 ホスト：大手前RC

【 19年1月 行事予定】（職業奉仕月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

3日
（木）

-

-

10日
（木）

1229

25

17日
（木）

1230

26

24日
（木）

1231

27

職業奉仕委員会クラブフォーラム

31日
（木）

1232

28

夜例会・上半期新入会員歓迎会

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事
ベトナムVTT支援事業

休会③

日程：1/13（日）〜1/17（木）

会長、幹事新年の挨拶

西田会長、藤本幹事
卓話担当：北村（薫）会員

第8回2月度理事会

IM6組会長・幹事会
日程：1/23（水）18：00〜
会場：太閤園

職業奉仕委員長：
村上委員長

第二回SAA担当委員会・懇親会 開催報告

SAA担当

檜皮 悦子

西田会長、藤本幹事、木村会長エレクトにご出席頂き

する機会を設けて頂きたいと思います。

10月11日
（木）18：00よりリーガロイヤルホテル大阪

懇親会におきましては、前田SAA副担当による乾杯

「なかのしま」にて第二回SAA担当委員会・懇親会を

のご発声と共に、SAA担当全員がスムーズな例会運

開催いたしました。
SAA担当は本来例会場監督でありますが、例会運営
小委員会と委ねるところもあり、幸い例会運営小委員
会木村委員長も出席されておられましたので、意見
交換をさせていただきました。
例会におきまして、厳粛かつ例会場の品位を守る事
は勿論ですが、更に和やかな雰囲気のクラブ運営の
あり方についても協議いたしました。
11月・12月は指定席です。
新しいテーブル仲間と共に炉辺会合を計画して頂き、
会員間の親睦、情報交換など胸襟を開いて自由討論

営を目指しグラスを重ねました。

創立26周年記念例会と祝賀会式次第
日時：平成30年10月18日
（木）18：00〜21：00
会場：太閤園
18：00

例会開会点鐘
ソング
「君が代」
「台湾国歌」
「それでこそロータリー」

10

11

ニコニコBOX

西田：野球部連勝おめでとうございます。
本日は、地区米山委員長岡部様、卓話宜しくお
願いします。ニコニコ
木村：岡部さん、宜しくお願いします。ニコニコ
藤本：岡部地区米山委員長岡部様、卓話宜しくお願い
いたします。
村上：やっと秋らしくなりましたね。ニコニコ

18：05

会長挨拶

戸田：野球部2連勝おめでとうございます。ニコニコ

18：10

幹事報告
委員会報告・同好会報告
米山奨学生 奨学金授与
出席報告・ニコニコ

吉田：ニコニコ

18：30

高島：地区米山委員長岡部様、
よろしくご指導下さい。
嶽下：ニコニコ
辻（一）
：本日もニコニコです。

閉会点鐘

下岡：今月は米山月間です。岡部委員長をお迎えして
卓話をしていただきます。
よろしくお願いします。

（記念撮影）
18：40

親睦交流会

前田：先週欠席のお詫び

北村薫委員

司会
開会挨拶

西田会長
台北福齡RC STEVEN会長
木村会長エレクト

乾杯

祝宴開始・親睦交流歓談

21：00

閉会挨拶

栗山：岡部地区米山委員長、卓話宜しくお願いします。

C.P.HENRY

金森会長ノミニー

ソング「手に手つないで」

上山：まだまだ緊張しています。
村木：いつもニコニコ！
！

お土産交換
グローバル補助金による
モンゴル支援視察報告

檜皮：岡部米山委員長、本日の卓話宜しくお願いいた
します。
野球部ガバナー杯圧勝！会長うちあげご馳走様
でした。

下岡会員

杉村：野球部2連勝です。ニコニコ
上瀬：今週の野球、初参加いたします。
よろしくお願い
します。ニコニコ
岡部 倫正 様：お車代をニコニコいたします。

本日合計 : ￥48,000

本日のメニュー

計 : ￥608,000

累

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

34名
6名
2名
27名
5名

出席率
9月13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
70.96 %
87.09 %

●本日のビジター
・スモークサーモンと秋刀魚のスモーク 紅芯大根添え
ジェノバとバルサミコソース
・牛フィレ肉のベーコン巻きステーキ 温野菜添え
マデラソース
・コールドビーフとチーズのサラダ、
コーヒー、
パン

1名
0名
0名
0名

地区米山奨学委員長（大阪城南RC） 岡部 倫正 様

●メイクアップ

福田 忠博 10月20日
北村 讓 10月20日
戸田 佳孝 9 月27日
吉田 了 9 月27日

大阪平野RC
大阪平野RC
国際奉仕委員会
国際奉仕委員会

