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本日の例会（第2676回）「鶴寿の間」

・Rotary Song
・会長の時間

｢国歌｣「四つのテスト」

・2月度お誕生祝

小泉昌久会員(4年)

今城 賢会員(7年)

（例会終了後）

前回（1月29日）例会記録「鶴寿の間」
会

（西﨑 S.A.A）

・Rotary Song

｢ペチカ｣

Song leader

・来客紹介

リーに参加することの魅力を力強く訴えましょう。この取り
組みの一環として、全世界のロータリー会員を対象とした
調査が行われました。この結果、私たちロータリーとは何
かについて以下のような貴重な洞察が得られました。
・ロータリーの会員は、社会的・倫理的に責任あるリーダー
である。ロータリーにおけるリーダーシップとは、役職や肩
書ではなく、考え方やアプローチによって定義される。
・会員同士のつながり、また、地域社会の人びととのつなが

（梶浦唱歌委員長)
（林友好委員長）

国内visitor ２名

ロータリーのホームページにあった記事を紹介します。
アイデンティティはロゴと色だけで決まるものではありま
せん。ロータリーの会員とはどのような人びとか、その活動
タリーとは、他の非営利団体とどう違うのかを効果的に伝
え、入会候補者や寄付者、ボランティア希望者に、ロータ

・皆出席祝

・司

(福井会長)

はどのようなものか、一貫性ある明確なメッセージで、ロー

村岸直子会員(7日)

・第11回理事会

◇会長の時間

国内guest ０名

・ 出席報告
出席会員数 20名
欠席会員数
11名
出席免除会員数 12名
会員総数
31名
1月15日出席率(M.U.含む)
87.09％
M.U.のなかった欠席者
4名
M.U.された方 林会員、村岸会員、西川会員、白方会員、
杉本(忠)会員、田窪会員、津本会員、山口会員

りが、常にロータリーの推進力となっている。
・ロータリーは、世界中の地域社会で草の根の活動を行う
ことによって、長期的な変化を生み出している。
ロータリーのボイス
・賢明さ（Smart）：ロータリーには、洞察力と見識に富む人々
が集まっています。
・思いやり（Compassionate）：ロータリーは、思いやりと理解
の心をもって地域社会のために活動しています。
・粘り強さ（Persevering）：ロータリーは、信念の不屈の精神
で、問題の長期的な解決に努めています。
・行動を促す力（Inspiring）：ロータリーは、人々に行動を促し、
希望をもたらし、熱意と情熱を分ち合います。(次ページに続く)

クラブフォーラム・卓話
職業を通じての自己紹介

「職業奉仕委員会で学んだこと」
RI第2660地区職業奉仕委員会

当クラブ 立岡 幸子 会員

委員長 田中 徳彦 氏(大阪西南RC)
担当 職業奉仕委員会、社会奉仕委員会

ロータリーをあまり知らない人にも分かりやすく紹介するため
◇CLUB通信
のエッセンスです：
・ロータリーは、様々な国、文化、職業のリーダーのネットワークです。 ★スーパー歌舞伎Ⅱ「ワンピース」観劇会開催
大ヒット漫画「ONE PIECE」と市川猿之助氏の奇跡のコラボレーション
・ロータリーでは、様々な会員が多様な考え方や知識を持ち寄って、アイデア
が大阪松竹座で実現されます。
を広げながら、地元や世界の問題に取り組んでいます。
つきましては、子クラブの大阪東淀ちゃやまちRCと孫クラブの新大
・ロータリーは行動します。私たちは、世界中の地域社会での草の
阪RCもお誘いし、下記の通り観劇の会を開催致したくご案内申し
根の活動を通じて、世界に変化をもたらしています。
上げます。ご家族、ご友人お誘い合わせの上、多数ご参加ください
ロータリーのストーリーは今も昔も変わりません。ロータ
ますようよろしくお願い致します。尚、席につきましては基本、先着
リーの未来を決定づける上で重要なのは、それを多くの
順に決めさせて頂き調整致したく存じます。何卒、ご了承ください
人びとに、しかも一貫した方法で伝えていくこと。世界で
ますようお願い申し上げます。
記
高い評価を受けている組織としてのロータリーを、これか
日時
2016年3月13日㈰集合(大阪松竹座入口)10:30
らも末永く引き継いでいくことができるでしょう。－終－

◇委員会報告
友好委員会

（西﨑委員）

・3月13日㈰スーパー歌舞伎Ⅱ「ワンピース」観劇会開催
大阪東淀ちゃやまちRC、新大阪RCにも声をかけております。
・5月5日㈰「淀輪会ゴルフコンペ」開催。今回は当クラブが
ホストを務めます。ご参加下さいますようお願い致します。

地区RAC委員会

（末松会員）

｢第二回地区献血｣を下記の通り開催させて頂きます。
赤十字血液センターとのタイアップにより、地区RACが長
年取り組んでいる事業で、毎年、大阪の輸血用血液が不
足する夏と冬の年二回行っています。今回は過去最大の
5か所で同時に献血事業を行います。また地区ローター
アクトが推進するサポートシステムの一環として、ロータ
リーファミリーの下、ロータリーの地区社会奉仕委員会や
インターアクトクラブと共同で事業を展開する予定です。
大阪淀川RAC担当は、京橋駅13時～14時です。お時間
がありましたら、是非、お立ち寄りください。

幹事報告

（海家幹事）

・来週(2/5)例会終了後、理事会を開催致します。

◇ニコニコ箱の報告

（山口 S.A.A.）

※氏名の後の会員を省略致します。

福井宏有 21世紀の不平等を読んでいます。2014年は21
世紀の資本を読みました。
松井義明 林女史はノルウェーで－40℃を体感されたようです
が、私は5℃で参ってしまいます。強い方ですねー。
西﨑克由 ようやく新年の挨拶回りが終わりました。毎年の
事ながら疲れました。
海家聖雄 1月は行くで、もう2月ですね。2月は逃げる前に
しっかりつかまえたいですね・・・新会員。

開演：11：00 解散：16：00
場所 「大阪松竹座」大阪市中央区道頓堀1-9-19
☏ 06-6214-2211（代）
・地下鉄 御堂筋線・四つ橋線・千日前線
なんば駅［14号出口］より徒歩1分
会費 21,000円 (含、チケット代17,000円・お弁当・おやつ)
※会費は3月11日㈮までに下記口座にお振込み下さい。
【お振込み先】三井住友銀行梅田支店 (普通) ６８０６１０７
大阪淀川ロータリークラブ 会計 平田達男
★淀輪会ゴルフコンペご案内
恒例の淀輪会ゴルフコンペ(当クラブ、大阪大淀RC、大阪
東淀ちゃやまちRC、新大阪RCの4クラブでの開催)のホストを
当クラブが務めることになりました。下記要領で開催致します。
何卒、多数ご参加頂きますようお願い致します。
記
開催日 2016年5月5日（木、祝）
場 所 ｢美奈木ゴルフ倶楽部｣℡ 0794－88－2525
集 合 8：50（時間厳守）
スタート 9：36 アウトイン同時スタート
競技方法 ダブルペリアー方式（18Hストロークプレイ）
会 費 10,000円（プレー費、昼食代、その他各自でご清算ください）
賞 品 団体戦 各クラブ上位5位のネットスコアーの合計 優勝、準優勝
個人戦 優勝、準優勝、3位、4位、5位 他飛賞、BB、参加賞
特別賞 ベストグロス賞、二アピン賞
申込期限 4月1日(金)までに御返信ください。
★春の職域訪問開催予定のお知らせ
 改めて、詳細が決まり次第ご案内致しますが、ご予定置き下さい。

【開催日程】 2016年5月14日㈯、15日㈰ 一泊二日
【行先】 京都・嵐山染物工房見学等
★大阪淀川RAC例会開始時間の変更
2016年2月3日㈬から大阪淀川RAC例会の開始時間が
現在の開始時間より30分繰り下がり、午後7時30分に変更に
なります。開催場所は大阪中央公会堂で変更ありません。
★ 国際ロータリー為替レートのお知らせ

本日の合計(ニコニコ)
累計（期初～H.28.1.29）

12,000円
1,096,397円

2016年2月 1ドル＝120円

2016年1月29日例会卓話

ＤＶＤ放映・米山奨学生マイ❤ストーリー

学ぶことは生きること

モハメド・オマル・アブディンさん(スーダン)
担当 プログラム・唱歌委員会

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について
外国人留学生を支援する民間最大の奨学団体です。
ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本に在留している外国人留学生に対し、日本全国のロータリアン
（ロータリークラブ会員）の寄付金を財源として、奨学金を支給し支援する民間の奨学団体です。
年間の奨学生採用数は720人（枠）、事業費は12.4億円（2013-14年度決算）と、国内では民間最大の国際奨学事業と
なっています。これまでに支援してきた奨学生数は、累計で18,648人（2015年7月現在）。その出身国は、世界123の国
と地域に及びます。
特色 ～世話クラブとカウンセラー～
米山奨学金には、奨学金による経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話クラブとカウンセラー制度による
心の通った支援があります。
世話クラブとは？
日本には約2,300のロータリークラブがあります。そのうち1つのクラブが1人の奨学生の「世話クラブ」となります。
米山奨学生は世話クラブの例会 に月に一度出席し、ロータリー会員と積極的に交流して国際交流・相互理解を
深めるとともに、ロータリーの奉仕の心を学びます。
シンボルマークについて
重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨学生」を表しています。
外国人留学生の支援・交流を通じ、国を超えた絆や信頼関係を築き、やがて、一人ひとりの胸に世界
平和を願う”心” を育てるという、事業創設の願いが込められています。
手は、そうした”心”を生み出すと同時に、当事業がロータリアンの手で支えられていることを示しています。

事業紹介ビデオ「ひろがれ！人づくりの輪」（15分／5分）
米山記念奨学事業は、まさに人づくり。平和の推進と国際親善を目的に、ロータリアンの奉仕によって支えられてきたプログラムで
す。このビデオに登場する奨学生やロータリアンは、決して特別な存在ではありません。毎年、全国で800ものロータリークラブが、
「世話クラブ・カウンセラー制度」を通じて、国際親善交流を行い、巣立った学友は、世界各国の様々な分野で活躍しています。

【学友マイ・ストーリー】学ぶことは生きること ―モハメド・オマル・アブディン―〔完成日：2014年6月〕（14分）

（スーダン出身／奨学年度：2005-08年／東京外国語大学大学院／世話クラブ：東京国立白うめRC）
盲目の米山学友・アブディンさんが第2530地区
の招きを受け、福島県立盲学校で自身の体験を
生徒たちへ語ります。学ぶこと、夢を持つこと、
チャレンジすることの大切さ。そんなアブディンさ
んがロータリアンの姿を見て学んだこととは……。
母国の視覚障害者を支援
母国スーダンにおける視覚障害者の教育支援・社会参加を目指すNPO法人「スーダン障害者教育支援の会」理事長。
点字セットやパソコン読み上げソフトの教師を対象とするワークショップの開催、ブラインドサッカー普及プロジェクトなど
に取り組んでいる。自身も進行性難病のため幼少期から徐々に視力を失い、10代で失明。現在は東京外国語大学大学
院で平和構築・紛争予防を学ぶ。日本青年会議所主催「人間力大賞2008受賞」。－終－

◇ローターアクト第二回地区献血の御案内

2016年2月14日㈰※雨天決行

集合9：50 開会10：00 閉会16：00（予定）

場所①難波バス停横 ②イオン大日 ③京橋駅 ④樟葉駅 ⑤千里中央阪急千里前
内容①400ml献血の実施 ②街頭での一般の方への献血の呼びかけ､ＰＲ ③ＲＡＣ活動のＰＲ
注意事項①献血にご協力願います。（献血はPR時間外でお願いいたします。）
②ＲＣ･ＲＡＣの方は､当日の参加人数を確認いたします｡恐れ入りますが､必ず当日の受付登録をお済ませください｡
※現在、医療現場では400mlの需要が高まっている為、今回は400mlでお願いします。
③京橋駅(大阪淀川RAC担当:13時)～16時)

印が献血場所、登録場所
①難波バス停横 10:00～13:00 大阪南RAC
12:00～15:00 東大阪RAC
13:00～16:00 大阪御堂筋本町RAC
②イオン大日

10:00～13:00 大阪RAC
12:00～15:00 大阪中央RAC
13:00～16:00 大阪北、大阪梅田RAC

③京橋駅

10:00～13:00 大阪西RAC
12:00～15:00 大阪西南RAC
13:00～16:00 大阪淀川RAC

④樟葉駅

10:00～13:00 枚方、守口RAC
12:00～15:00 寝屋川RAC
13:00～16:00 大阪東RAC

⑤千里中央阪急千里前 10:00～13:00 茨木、池田RAC
12:00～15:00 関西大学RAC

◇第5 回日台ロータリー親善会議のご案内

●台湾の仲間を、金沢でお迎えしませんか

開催日 2016 年6 月5 日 13：00 ～ 会場 ・会議・式典 石川県立音楽堂ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ ・ 懇親会 ﾎﾃﾙ日航金沢
登録料 2 万円
登録締切 2016 年2 月29 日
プログラム 13：00 ～ 14：00 登録受付
15：40 ～ 17：10 記念講演田中作次元ＲＩ会長、黄其光直前ＲＩ会長
14：00 ～ 15：20 会議、挨拶、活動報告
18：00 ～ 20：00 懇親会
ところで、なぜ金沢での開催となったのでしょうか？
(詳細は「ロータリーの友」12月号をご覧ください。)
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