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こんにちは、

超高齢者社会の中、認知症患者の増加が注目されています。認知機
能の低下は予防不可能な因子が65％、予防可能な因子35％とであ
り、予防可能な因子として難聴、幼少期の教育、喫煙、抑うつ、運動不
足、高血圧、社会的孤立、肥満、糖尿病とされております。その中でも
認知症の最大の危険因子が難聴と分かっております。高齢者の難聴

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道

本日のプログラム

♬SONG : 「我ら中之島」
■クリスマス家族会
　例会 18：00～ 2階 小宴会場
　クリスマス会 18：30～ 2階 鳳凰の間

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　私のyoutubeで

再生回数の多い作品選
　戸田 佳孝 会員
※次週12月9日（木）の例会は12月11日
（土）に変更になります。
　お間違えの無いようにお願い致します。

次回 12/11 のお知らせ

疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

2021年12月2日
第1330回（本年度 第14回）例会



は社会的孤立を招き、認知症、うつ病につながります。
しかし、早期の補聴器で聞こえを補うことで、認知症
予防や生活の質を改善させることができます。

補聴器は補聴器店や眼鏡店でも購入はできますが、
耳鼻咽喉科を受診し純音聴力検査、語音聴力検査を
受けていただき補聴器を装用して頂く方が確実な効
果が得られます。眼鏡はかければすぐに見えますが、
補聴器は眼鏡と違いかけてもすぐには聞き取れませ
ん。そこで補聴器装用には脳のトレーニングが必要
となります。

脳のトレーニングとは、難聴に慣れている脳には音
が届きにくくなっており、脳に変化をきたしています。
そこにいきなり補聴器をかけて大きな音を脳に入れ
ますと脳はうるさいと感じます。そこで、3か月かけて
聞き取りに十分な大きさまで、少しずつ音を大きくす
ることで、脳は音が入ってくることを不快に感じなく
なります。補聴器を常に装用することを継続すれば、
脳が変わり不快感も減っていきます。

補聴器装用によりたくさんのコミュニケーションをと
り、認知症、うつ病の予防を行ってください。少しでも
自覚症状や、周囲の勧めがあれば、耳鼻咽喉科を受
診しご相談ください。

2021-22年度第1329回（第13回例会）
幹事報告 (11/18)

幹事  嶽下 勇治

皆さん、こんにちは！

本日の幹事報告をさせていただきます。

（11月 ロータリー財団月間）

■11月18日（木）
　・年次総会

　・次年度理事・役員決定
　・ロータリー財団委員長卓話
　国際奉仕委員会R財団担当 安達会員

　・第6回12月度理事会

　・三世代、会長・幹事・社会奉仕委員長打合せ

■11月25日（木）、休会（祝日の週、11/23勤労感謝の日）

（12月 疾病予防と治療月間）

■12月2日（木）、卓話　戸田会員（山本会員と交代）

■12月9日（木）、例会日変更
　→12/11クリスマス家族会

■12月11日（土）、例会、クリスマス家族会
　親睦活動小委員会 佐賀野委員長

■12月16日（木）

　・委員会報告

　・第7回1月度理事会（13：40～14：30）

■12月23日（木）、休会

■12月30日（木）、休会

（地区会議等）

■12月3日（金）、地区大会

11月18日のメニュー

小　鉢 豆乳豆腐　山葵
 蒸し鶏とザーサイ　長葱　クコの実

揚　物 海老と帆立のミニ搔き上げ（卸し大根・生姜）
 長葱　椎茸　三つ葉　天だし

強　鉢 秋鯖の味噌煮（針生姜）
 大根　長葱　紅葉麩　椎茸　菊菜

ご　飯 加薬御飯（牛蒡、人参、占地、蒟蒻、油揚げ）
 香の物

留　椀 蟹真薯のお吸い物
 若布　三つ葉

水菓子 季節の果物蜂蜜ジュレ



本日は、例会の貴重な時間にロータリー財団につい
て卓話の機会を頂き、感謝申し上げます。本題に入る
前に次のことについて改めて確認しておきたいと思
います。

一つ目は、ロータリー財団(TRF：The  Ro ta ry  
Foundation）は、ロータリークラブ、及び、地区を通じ
て実施された人道的、及び、教育的活動を支援する
為の寄付を受け、資金を分配する非営利団体であり
ます。正式名称は、国際ロータリーのロータリー財団
であり、ロータリーの方針や理念とは不可分一体の
組織であります。

二つ目は、ロータリーの活動と寄付行為との相関関
係について確かめておきたいと思います。「何故、寄
付をするのか？その目的は？何に使われているの
か？」この様な疑問を持たれている方もおられるかと
存じます。目的を正しく理解しないまま寄付をしてい
ると、何時しか疑念を抱き不満につながることがあり
ます。ロータリーの奉仕活動も寄付行為も正しい理
解と納得の元に行うことが大切であると思います。

本日は、以下の項目についてお話させて頂きます。皆
様にとってロータリー財団の理解を深めて頂く機会
として頂ければ幸いであります。

①ロータリー財団の歴史

②ロータリー財団の定義と使命

③地区ビジョン・中期目標・地区年次目標

④RID2660 ロータリー財団委員会の活動方針

⑤大阪中之島RC  昨年度の年次寄付実績

⑥地区補助金の計画と申請について

⑦ロータリー財団  資金の仕組み（シェアシステム）

⑧ロータリー財団  資金モデルの変更ポイント

⑨最後に「ご理解頂きたい事とお願い」

「ご理解頂きたい事とお願い」

ロータリー財団の活動目的は、寄付を集めることの
みではありません。

皆様からのご寄付を原資とする補助金を活用して
「世界でよいことをする」ことであります。地区財団委
員会も財団プログラムを活用したプロジェクトを実施
されるクラブをサポートするための活動をしています、
地区財団委員会の機能をご活用頂ければ幸いです。

来年3月から次年度の実施に向けた地区補助金申請
の受付が開始されます。財団の重点施策である健康
改善・教育支援・貧困救済のいずれにも共通する「地
域の子供達への支援」を主要テーマとしてプロジェク
トの計画をご検討下さいます様お願い申し上げます。

今後共、ロータリー財団へのご支援ご協力をお願い
申し上げます。

末筆ながら貴クラブの皆様の益々のご発展とご多幸
をお祈り申し上げます。

ロータリー財団月間 卓話

担当 ： 安達 昌弘 財団委員長、講師 ： 地区財団委員長　村橋 義晃 会員



日　時：2021年11月18日（木）　13：40～14：30
場　所：ホテルニューオータニ B1 コスモス
出席者：栗山・嶽下・戸田・北村（讓）・檜皮・村上・丸山・植屋・小林・上瀬・佐賀野・井本　以上12名（敬称略）
欠席者：辻（一）・村橋
オブザーブ：梅原・福田

2021-2022 年度 第6回　12月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

コロナがようやく治まってきて、我々の生活も戻ってき
ました。また寒くなってきますので健康に留意してい
ただき頑張って参りましょう。

【審議事項】

1. 大阪中之島RCのホームページについて

・奉仕事業のページについて、ページが2016年から

未更新であり、ページ追加を促進してほしい。ページ

掲載の費用（数千円～1万円）がかかるので掲載ごと

随時理事会で諮ることとした。

　⇒［ 承認 ］

2. 30周年記念事業実行委員会

・予算案での収入に対し、支出面が多く予想され、当日

会費が50,000円を30,000円ほどに抑えるために、

30周年積立金を下期でも臨時徴収できないのか？

⇒資料を用意して次回の理事会にかけるべきで

はないか？［ 継続審議 ］

3. 新入会員の入会について

清水氏の履歴書等を回覧の上　問題なし

⇒［ 承認 ］

4. 年間行事計画の1月以降卓話者について変更

⇒［ 承認 ］

5. 社会青少年奉仕委員会より

3世代合同事業で台北福齢より頂いたマスクを12万

900枚を日本医師会に寄贈する予定

⇒［ 承認 ］

6. 親睦活動小委員会より

上期新入会員の歓迎会（1月27日）の開催場所は次回

理事会で

7. 会計より

会計中間報告。例会開催場が変わったため、資金

ショートしないようにしている

8. 会員増強委員会より

新入会員予定者の職業分類区分がないため機械分

類に「表面処理加工」を新たに設ける

⇒［ 承認 ］

9. 辻会長のお見舞金を支給（1万円）

⇒［ 承認 ］

10. ガバナー補佐のIM内輪番制について意見交換

輪番制に賛成

開会の挨拶（戸田会長ノミニー）

お疲れ様でした。お金のことでいろんな問題が起こっ

てきますが工夫して工面出来ていければと思います。

皆さん頑張りましょう。

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

11日（土）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1330

-

1331

1332

-

-

14

-

15

16

-

-

例会日変更 → 12/11

例会・クリスマス家族会

委員会報告

休会②

休会③

卓話担当：戸田会員

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

各委員長 第7回1月度理事会

地区大会
　日程：12/3（金）
　会場：大阪国際会議瀬場・
　　　  リーガロイヤルホテル

【’21年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）



コロナ禍の影響で、この約2年間野球同好会も活動
を自粛し、練習も出来ませんでしたが、11月23日
（火）服部緑地 軟式野球場で9：00から野球同好会7
名、戸田会員と井本会員の奥様もサポートでご参加
頂き、来年の甲子園・ガバナー杯連覇に向け、楽しく2
時間練習をすることが出来ました。

12月25日（土）も練習を予定しておりますので、是
非、野球同好会以外の会員の皆様も気軽にご参加く
ださい。

2021-22年度 野球同好会練習

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

1336

1337

1338

-

20

21

22

-

国際奉仕委員会クラブフォーラム

休会：祝日の週（2/24天皇誕生日）

卓話担当：辻（義）会員

国際奉仕委員会：
植屋委員長

卓話担当：植屋会員
第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

地区チーム研修セミナー
　日程：2/5（土）

【’22年2月 行事予定】　（平和構築と紛争予防月間）

【’22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 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1333

-

1334

1335

17

-

18

19

会長、幹事新年の挨拶

休会：祝日の週（1/10 成人の日）

職業奉仕委員会クラブフォーラム

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会辻会長、嶽下幹事

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

財団補助金管理セミナー
　日程：1/29

次年度理事・役員他決定



ニコニコBOX18
11

戸田：12月2日山本会員の御依頼で交代の卓話をさ
せていただきます。
コロナの関係で紙上卓話になった会員が多い
のに、申し訳ありません。

北村（讓）：風邪に気を付けましょう

嶽下：本日は年次総会です。ニコニコ

植屋：ニコニコ

村上：本日の安達会員・村橋会員の卓話、楽しみにし
ています。

前田：前回と同じく前田企画のコマーシャルです。オ
ルファカッターの会社の協力で11月28日民謡
大会の企画をしました。

満村：ニコニコ

村木：ニコニコ

下岡：バースデープレゼント有難うございました。

高島：財団月間卓話、安達さん、地区財団委員長村橋
さん、ご苦労様です。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

金森（元会員・直前会長）：
年次報告書を届けていただき有難うございました。

本日合計 : ￥30,000
累　計 : ￥525,000

●出席報告
会員数 33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 30名 外国ゲスト 1名
欠席者 2名

出席率 93.75 %
10月28日の修正出席率 96.87 %

台北福齢RCの初代会長のヘンリー頼氏の婦人アパ
レル会社が台湾政府から頼まれた“台湾客家文化”を
FASHIONで表現する活動において、去る11月13日
に台北新光三越前広場で開催された同社の
FASHION SHOWに福齢RCのメンバーが大挙駆け付
けたというのがこの写真です。

福齢RC

●本日のゲスト
早瀬会員ご紹介 趙 翎孜（チョウレイシ） 様

●誕生日
小林 俊統 ［6日］
西田 末彦 ［23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


