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本日の例会（第2681回）「鶴寿の間」
★本日は震災支援ミールです。ご協力よろしくお願い致します

・Rotary Song

｢春の小川｣

・ 出席報告

（杉本(三)出席委員長）

出席会員数 21名

欠席会員数

10名

出席免除会員数 12名

会員総数

31名

・会長の時間

2月19日出席率(M.U.含む)

(18:００～ 於「たこ茶屋」)

M.U.された方

M.U.のなかった欠席者

・新入会員研修会・懇親会
(2016年3月13日㈰10:30集合 於「大阪松竹座」)

・スーパー歌舞伎3クラブ合同観劇会
(大阪淀川RC、大阪東淀ちゃやまちRC、新大阪RC)

前回（3月4日）例会記録「鶴寿の間」

・司

会

（西﨑 S.A.A）

・Rotary Song
Song leader

・来客紹介

｢ 国歌｣｢奉仕の理想」
（平田唱歌副委員長)
（林友好委員長）

国内visitor ２名

・第12回理事会

93.54％

国内guest ０名
（例会終了後 「桐の間」）

◇会長の時間

2名
林会員、立岡会員

(福井会長)

ロータリーホームページにあった記事“若者へのメンタリ
ングで活躍する女性たち”を取り上げたいと思います。
日本では「メンタリング」という言葉に聞き慣れない人も
多いことでしょう。これは、「メンター」と呼ばれる経験豊か
な年長者が、対話や助言を通じて経験の浅い人や若者
の人材育成を行うことを指し、アメリカでも比較的最近に
使われるようになった言葉です。
アメリカのロータリアン、クララ・モンタネスさんは、学生の
頃、「メンタリング」という言葉を耳にしたことがありません
でした。大抵の人は大卒後に就職しますが、モンタネスさ
んは就職前に結婚し、出産。子育ての後でキャリアを歩
みはじめました。当時は相談できる人がいなかったと振り
返ります。今は保険会社のシニアディレクターを務めてい
らっしゃいます。しかし、2003年にワシントンDCロータリー
クラブへの入会を誘われたことで、全てが一変しました。
「正直言って、ロータリーへの入会には消極的でした。
自分にメリットがあるとは思えなかったんです」とモンタネス
さん。 (次ページに続く)

大阪淀川RAC活動紹介

クラブフォーラム

当クラブ 西﨑 克由 会員

担当 会員増強・職業分類・選考・クラブ戦略委員

「しかし、クラブで出会った仲間達は、活動に積極的に参加
する方法について丁寧に指導してくれました。メンターとして
頼りにできる人をもつことの価値を知り、クラブ、地元地域、
そして職場で、自分でもリーダーシップを発揮できるように
なったんです」こうしてモンテネスさんは、米州機構へのロー
タリー補欠代表となり、3月8日の「国際女性デー」イベントの
企画を手伝うことになったのです。
仕事と家庭の両立をめざす若い女性たちのメンターとな
る機会をロータリーが与えてくれた、とモンタネスさん。米
国大学女性協会（AAUW）の最近の調査では、男女の賃
金格差により、学費ローン返済が負担が女性達の大きな
負担となっていることが分かっています。 「苦労している
若い女性達は、ロータリーなら安心、と相談してくるんで
す」人材育成を目的としたメンタリングですが、クラブにも
メリットがあります。ヒューさんのクラブは、特に入会促進に
努めていないにもかかわらず、会員数が150人もいます。
「ミシガン州南部ではロータリーは有名」とヒューさん。「大
企業のCEOになることが夢、という生徒に、ワールプール
（米大手家電メーカー）のCEOと会わせてあげたところ、
感動した父親がクラブに入会してくれました」－終－

◇委員会報告
R.規定・情報・研修委員会

（津本委員長）

来週11日㈮18時から新入会員オリエンテーションと懇親会
が開催されます。

社会奉仕委員会

（白方委員）

3/27㈰午前11時に阪急十三駅東口「小緑地帯」の清掃を
実施致します。ご都合の良い方はご参加ください。

青少年奉仕委員会

（西﨑委員長）

5/27～29の日程で大阪淀川RACが台北東海RACを訪問。
当クラブも同時期に東海台北RC訪問の案内を配布しまし
た。来週の3/11㈮が申込期日です。宜しくお願いします。

幹事報告

（海家幹事）

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 皆出席自祝。理事会よろしく。

◇CLUB通信
★新入会員研修会及び懇親会(ファイヤーサイドミーティング)開催
日時 3月11日㈮★オリエンテーション18：00(30分間) ★懇親会開始18：30 ～20:30
場所 たこ茶屋 北新地スタービル6階 ☏06-6341-6300
携帯(林) 090-5060-8419
会費 10,000円(新入会員2名招待)
★スーパー歌舞伎Ⅱ「ワンピース」3ｸﾗﾌﾞ合同観劇会開催
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。
大阪東淀ちゃやまちRC、新大阪RCとの合同観劇会を開催致します。
記
日時 2016年3月13日㈰集合(大阪松竹座入口)10:30
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㈹
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
★ 阪急電鉄十三駅東口 小植樹帯清掃の案内
日時 2015年3月27日㈰午前11時～
場所 阪急電鉄十三駅東口
動きやすい服装でご参加下さい。大阪東淀ちゃやまちRCと
合同で行う予定。
この小植樹帯は昭和52年12月に作られた。当時、雑然とし
ていた阪急電鉄十三駅東口の環境整備の為、阪急電車、
地元商店街、町内会が区役所をバックアップし、市土木局
に働きかけて完成。大阪淀川RCと大阪東淀RC（当時）が協
力しました。現在、2つのクラブ名が記された石碑が植樹帯
の中に残っている。
★春の職域訪問(1泊)合同淀マン会
歴史ある黄櫨染職人の工房にお邪魔して、奥田裕斎氏の
話や実演を拝見し、京料理をご堪能頂きたいと思います。
記
日時 2016年5月14日㈯ 集合13:00 （H.京阪京都ロビー）
5月15日㈰ 解散11:00頃 朝食後、自由解散
宿泊先 「ホテル京阪京都」 京都市南区東九条西山王町31☏075-661-0321
京都駅八条口より徒歩1分
会費 35,000円／1人（1泊2食 見学代・ホテルから工房への交通費含む）
宿泊なしの参加は14日のみ可 会費20,000円／1人
プログラム 14日 奥田裕斎（黄櫨染）工房見学 → 松籟庵にて食事
申込締切日 3月4日（金）
★台北東海ロータリークラブ訪問

西川正一 本日、卓話当番です。最新の航空機生産のお話
をお聞き下さい。遅刻、バッジ忘れのお詫び。
小泉昌久 膝サポーターをはずしました。
津本清次 林さん、西﨑さんお疲れ様。楽しい一夜でした。
やはり、お酒は楽しい仲間がいいですね。
松井義明 バッジ忘れ、すみません。少し、暖かくなると
早速、忘れぽっくなります。
本日の合計(ニコニコ)
累計（期初～H.28.3.4）

28,000円
1,211,397円

日時 2016年5月27日㈮～29日㈰ 訪問先 台湾 台北
金額 169，800円（昼食×2、夕食×1含まず。ＣＩビジネスクラス利用）
申込期日 3月18日㈮
その他 キャンセル料は５/２６からさかのぼって３０日以降20％。
5/27の前々日以降50％。旅行開始後、当日不参加100％発生致します。

水と衛生月間
3/13を含む1週間 「世界ローターアクト週間」

2016年3月4日

民間航空機生産のお話
当クラブ 西川 正一 会員

① 米国ボーイング社 2016年１月27日発表
2015年通期において、民間航空機部門は過去最高の
納入機数７62機(前年比＋３９機)となった。年間での新規受
注機数は768機あり、2015年末時点での受注残は5795機
で、金額では4320億ドル(＄１＝￥115として）49兆68桃億円
あります。現在の生産量から言うと８年分の受注残です。
2016年見通しは、民間航空機納入機数は740～745機で、
金額では640～650億ドル（７兆４千億円前後）を予想して
いるとのこと。受注残5795機の内訳は、単通路小型機737型
が4392機で最も多く、中型767型が80機、中型787型は779
機、中大型の777型は524機、大型747型が20機となってい
ます。日本企業（主たる会社は三菱重工、川崎重工、富士重工
の３社）の機体製造シェアは、767型で16％、777型で21％、
最新鋭の787型では35％強を占めています。787型は767
型と比較して、燃費が21～25%低減しておりＣＯ２排出量
も同様に20～25％削減になっています(全日空国際線で
の実績）。あわせて窒素酸化物も削減できてます。また、
メンテナンスコストは30％も低減する予定で、これは金属
疲労や腐食への耐久性が高い炭素繊維複合材を多く使
用しているためです。このときのボーイング社の発表では、
世界の航空各社は、2015年において過去最高の営業成
績と利益を上げており、今後１０年間での航空機需要は、
35～40％の成長を見込んでいるとのことです。
なおボーイング社の日本からの調達金額は2012年36億
ドル、2013年４３億ドル、2014年５３億ドルとのことです。
② 欧州エアバス社 2016年１月12日発表
2015年通期での納入機数は635機（前年比＋6機）で、こち
らも過去最高の機数でありました。その内単通路小型機の
A320型が491機を占めています。アジアに代表される世界
規模での格安航空会社LCCの台頭が大きいです。他に、
中型のA330型と大型A380型、それにB787型に対抗する
A350XWR型の機種を生産しています。2016年の納入機数
見込みは650機以上(＋15機以上）としています。2015年で
の年間受注機数は1036機と、ボーイング社の768機を大きく
上回っています。その内小型機が897機を占めています。

◇第5 回日台ロータリー親善会議のご案内

2015年末時点での受注残機数は6787機となっており、
10年分の受注残です。エアバス社はカタログ価格でしか
公表しませんが、受注残金額は9963億ドル(114兆6千億
円程度)となっており、実売価格が半値としても57兆3千億
円と巨額です。なお軍事・宇宙部門も含めた2015年売上
げは645億ユーロで、1ユーロ125円として8兆6百億円
（前年比＋6.26％）となっています。
③ 民間航空機メーカー世界第３位 ブラジルの
エムブラエル（EMBRAER）社
2013年売上高62億35百万ドル(7170億円）、2014年は
62億88百万ドル（7230億円）でした。
78人～110人乗りの小型ジェット機ERJの４機種がメイン
の生産機種です。
川崎重工が機体製造に参加しています。今後は、現在
商業飛行に向けて開発の進行と世界での受注活動を展
開している日本の三菱製小型ジェット機MRJとはライバル
関係になるメーカーです。
④ カナダ ボンバルディア・エアロスペース社
こちらも小型ジェット機CRJシリーズがメイン機種です。
但し、新型の中小型ジェット機の開発につまずいてしまい、
2015年には経営不振に陥ってしまい、カナダ政府が経営
支援するか否かが決まっていません。
⑤ ジェットエンジン製造：世界の大手３社
英国ロールスロイス社（RR）、米国ジェネラルエレクトリック
社（GE）、米国プラット・アンド・ホイットニー社（P&W）があ
ります。航空機生産は、機体製造とエンジン製造会社は
異なります。航空会社がエンジンメーカーを選択して発
注します。三菱重工は、RRとP&W２社の重要なパートナー
(協業）企業であります。革新的といわれるP&W者の最新
型ギアードターボファンエンジンは、開発に30年を要し、
燃費を１６％削減、騒音を７５％も少なくしています。今後
の小型ＲＪ用に大量の採用が決定しております。
また日米英独伊5ヵ国共同開発エンジンV2500製造には、
三菱重工、川崎重工、IHIが参画しております。 －終－

●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
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
14：00～15：20 会議、挨拶、活動報告

・ 懇親会 ホテル日航金沢

15：40～17：10 記念講演田中作次元ＲＩ会長、黄其光直前ＲＩ会長
18：00～20：00 懇親会

◇Club Schedule

大阪淀川RAC ＮＥＷＳ

3月度第1例会報告

【開催日時】2016年3月2日㈬19:30～21:30
【開催場所】大阪駅前第3ビル2階セミナールーム
【担当委員会】専門知識開発【担当者】 山中菜津子
【テーマ】自己紹介から世界を変えよう！
【目的】全員で自己紹介、他己紹介し、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの向上を図る。
【会員数】8【例会出席者数(補填除く)】6名【MU出席者数】2【ゲスト出席者数】1
【提唱RC】2名(末松大幸氏、海家聖雄氏)【提唱RC外】1名(新大阪RC菅本泰年)

５月２８日㈯～６月１日㈬

◇第12回 理事会報告

★日 時 2016年3月4日(金)例会終了後 場 所 ホテルグランヴィア大阪20階「桐の間」

★出席者 福井、末松、山本、平田、西川、杉本(三)、松井、青木、西﨑、林、津本、海家 計12名(敬称略、順不同)
★議 題 ① 米山奨学生世話クラブ依頼、カウンセラーの件⇒カウンセラー:川合会員(次年度米山奨学委員長)
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ2016年4月6日㈬ 16:00～19:45 場所 ｳﾞｨｱｰﾚ大阪 出席義務者:カウンセラー、米山奨学委員長、クラブ会長
② 台湾南部地震に対して地区は全く対応しない⇒クラブとして例会時に募金箱を設置、募金と奉仕口座より拠出し高雄RCへ送金
③ 春のライラ（初級）登録の件で地区から登録依頼⇒5名登録(福井会長、西﨑、津本、西川、海家幹事)
2016年4月29日㈮㈷～5月1日㈰ ホテル・ロッジ舞洲 大阪市此花区北港緑地2-3-75
青少年受講料１名８，０００円(推薦クラブ負担)、ロータリアン登録料１名６，０００円(自己負担)
④ 友好委員会 *ｽｰﾊﾟｰ歌舞伎参加者報告(大阪淀川RC13名、大阪東淀ちゃやまちRC16名、新大阪RC6名)資料①⇒原案通り承認
*宝塚歌劇観劇の件 公演日2016年6月5日(日)15時開演(3クラブ合同観劇)資料②⇒原案通り承認
*淀輪会ゴルフコンペ開催日変更について⇒2016年7月10日(日)場所は変更なし⇒原案通り承認
⑤ 社会奉仕委員会
*阪急十三駅東口「小緑地帯」清掃活動について実施日2016年3月27日、直会の場所を検討する
⇒掃除用具の調達(お借りする所)、ゴミの破棄場所については村岸社会奉仕副委員長、海家幹事が確認、調達する
*博愛社に対する奉仕について⇒バザーの時に使えるような道具(たこ焼き機など)を博愛社と相談して寄贈する
⑥ 職業奉仕委員会「春の職域訪問」5/14㈯～15㈰参加状況報告 申込期日3/4⇒20名程度
⑦ 青少年奉仕委員会 大阪淀川RAC、台北東海RAC訪問の件⇒大阪淀川RAC参加者5名、台北東海RAC5名、台北東海RC
5/28夕食会予定、RAC追加予算10万円 *台湾米山奨学会へ寄付5万円 *2018-19年度RAC地区代表に高橋君が立候補承認
⑧ 会員増強について(大阪淀川RC、大阪淀川RAC)⇒近々、会議を開催し、具体的な案件に取り組む。
⑨その他*長期欠席会員に声掛けを実施。*次年度職域訪問日程10/29、30に決定*RAC会員増強に緊急協力お願い 以上
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