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先週の例会報告 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･クラブフォーラム(社会奉仕委員会担当) 

 ｢今後の社会奉仕事業｣ 

岡本 雄介委員長 

･臨時総会 

･ピアノ レイバッハ「ノクターン」 

お盆のお休みはいかがでしたか、ゆっくりと休

養されましたでしょうか。 
前回の例会日(8/9)は地区から山田ガバナー補佐

がこられ、次年度会長・幹事 4 名との面談をして

いただきました。例会ではクラブ協議会に参加し

ていただき助言を戴きました。ガバナー補佐をお

送りして、定例理事会でした。盛り沢山の議題も

ありましたが、終わり間際には私だけ飛び出し、

社会奉仕委員会の方達と大手前整枝学園の夏祭り

に参加し、記念品(ジュースと保険代)の贈呈を行

いました。お祭り広場を見渡しながら｢来年はここ

に大手前ロータリーのブースがあるといいのにな

ー。｣と岡本・竹森両委員長や辻村さん達とお話し

ました。 
その後私は事務局に帰って本日の報告確認を致

しました。大変忙しいロータリーの一日でした。

短期交換留学生の末弘瞭人君からも留学報告が届

いております・・・。 
本日は、第 2660 地区福家宏ガバナーをお迎え

しての公式訪問の日であり、クラブにとっては、

直接にご指導頂く貴重な例会の機会であります。

(全略) 

 
 
 
 
 
 
            薬師寺東塔(何階建？） 
 
 
 
 
 

薬師寺金堂(何階建？) 
 
日本の建築・・・その 5 

 ≪裳階(もこし)白鳳時代に日本様式へと発展≫ 

裳階(もこし)は、仏堂、塔、天守等で、軒下壁面

に付いた庇状構造物。別名：雨打(ゆた)。元来は

日本の風雨から構造物を保護するために付けられ

たもの。構造は本屋より簡素であり、建物を実際

より『多層に見せることで外観の優美さを際立た

せる効果』があるため、特に寺院建築で好んで利

用された。東塔の『凍れる音楽』の旋律を聴こう！ 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･クラブフォーラム(拡大 CLP 委員会担当) 

 ｢魅力あるロータリーのビジョンを創ろう｣ 

･ピアノ 成田為三「浜辺の歌」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 8 月 30 日 第 1461 回例会 
会員増強および拡大月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次週(9 月 6 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



長谷・・・福家ガバナーようこそおこし下さいま

した。卓話楽しみにしております。 
金髙・・・福家ガバナーようこそいらっしゃいま

した。 
木村・・・ガバナーをお迎えして！ 
北村・・・竹森さん、委員会欠席すみません。福家

ガバナーようこそいらっしゃいませ。 
小林・・・竹森委員長、先日の青少年委員会おつ

かれ様でした。又、ごちそう様でした。 
前田・・・福家ガバナーご指導よろしくお願い申

し上げます。 
松葉・・・福家ガバナーの来会を歓迎して。 
松浦・・・福家ガバナーをお迎えして！ 
三木・・・福家ガバナーを歓迎して。 
中村(不)・福家ガバナーをお迎えして！ 
中野・・・前回欠席のお詫び。 
岡本・・・福家ガバナーようこそおいでいただき

ました。今週地区職業奉仕委員会から

姫路 RC、大阪西南 RC、2 クラブの

MU に行って参りました。 
大蔭・・・福家ガバナーようこそいらっしゃいま

した。宜しくご指導お願い致します。 
大本・・・福家ガバナーようこそ！竹森さん、有意

義な委員会ありがとうございました！ 
佐々木・・福家ガバナー歓迎。前田会員、先日は

ありがとうございました。 
曽我部・・福家ガバナーを歓迎して。 
髙折・・・お久しぶりです。 
竹森・・・福家ガバナーようこそいらっしゃいま

した。ありがとうございます。 
田中(健)・ガバナーようこそいらっしゃいました。 
山本(依)・福家ガバナーようこそおこし下さいまし

た。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 
山本(博)・福家ガバナー来訪を祝して 

社会奉仕委員 曽我部 律夫 
8 月 10 日(土)午後 2 時から事業年金会館で行わ

れ、代理出席して参りました。 
議題は 1)“だめ絶対”の薬物乱用防止について

2)大和川水質調査についての報告がありました。

3)は昨年から始まった新地区補助金制度(FVP)で
この概要について報告致します。 
この FVP は人道的プログラム、教育的プログラ

ム、職業的プログラムの 3 つの事業に対して補助

されます。その年度の社会奉仕委員会は FVP を受

けることになった事業があれば 12 月までに終了

させ、1 月からは次年度の委員会と協力して次年

度に FVP を受ける事業を計画・立案し、3 月から

4 月にかけて地区へ補助金の申請(原則事業費の

1/2 で 20 万程度)をしなければなりません。そして

6月頃にFVP補助金が申請通り認められるかどう

かが決まるスケジュールになっており、そして次

年度に事業実施となります。即ち社会奉仕委員会

１．元会員の仲村元さんのお母様のご葬儀に際し、

クラブから弔電をお送りしました。その御礼の

ハガキが届いております。 
２．米山奨学生陳瑋文さんから報告が来ています。 
３．台北への短期交換留学生末弘瞭人さんから報

告が来ています。 
４．8 月 9 日大手前整肢学園夏祭りに会長、岡本

社会奉仕委員長、木村会員、竹森会員、辻村

会員が出席して下さりました。報告は週報に

掲載されています。 
５．8 月 30 日の卓話はクラブフォーラムです。 

・職業奉仕委員会 

委員長 佐々木 宏 

 9 月 17 日私の職業に鑑み病院見学を実施します。 
休み明けで出席しにくいと思いますがお盆明けに

FAX させてもらった要領でよろしくお願いたし

ます。 

・社会奉仕委員会 

委員長 岡本 雄介 

 三世代社会奉仕事業予定を本日ポスティングし

ております。テント贈呈式を来たる 9 月 1 日(日)
吉野のキャンプ場にて行います。参加者には詳細

をご連絡いたします。 

前年度のニコニコの個人別集計と、後期分の領

収書をポスティングしておりますので、ご確認下

さい。1 年間の全体での合計金額は 218 万円で、

目標の 230 万円には少し足りませんでしたが、多

額のご協力有難う御座いました。 

は次年度の FVP 事業に責任を負うことになりま

す。(勿論 FVP に関係のない事業は従来通り単年

度式です)。 
そしてこの新補助金は全会員のロータリー財団

への寄付実績によって 100%支給から段階的に支

給が減額されることになっています。従いまして

クラブのロータリー財団委員会とも協力して会員

の寄付実績を向上させることによって、より活発

に事業を展開出来るようになればと思います。ど

うぞ宜しくお願い致します。 
なお、この新補助金制度の内容につきましては

近いうちに事務局で｢新補助金ハンドブック｣を入

手致しますのでご活用下さい。 

 

＜合計 ￥64,000 -  累計 ￥396,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― クラブ社会奉仕委員長会議報告 ― 

8 月 23 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

― 前年度幹事報告 ― 



― 先週の卓話 ― 

｢クラブ公式訪問にあたって｣ 
RI 第 2660 地区ガバナー 
福家 宏氏(八尾中央 RC) 

けられています。国際協議会のために設定された

研修の全てに出席しないと、地区ガバナーには就

任出来ません。無論私も日本から出席した 34 地

区の GE と共に、全てのプログラムを消化して帰

国致しました。厳しいスケジュールではありまし

たが、日本の他地区の GE の皆様と親睦を深め、

他国の人々と色々な形で交流出来たことは楽しい

ことでありました。 
次年度の国際ロータリー会長はロン・D・バー

トン氏です。1979 年以来、米国オクラホマ州ノー

マン RC の会員であり、職業は弁護士です。これ

までに、地区ガバナー、恒久基金米国アドバイザ

ー、ロータリー財団地域コーディネーター、イン

ターナショナル・ポリオ・プラス委員会委員、ロ

ータリー財団管理委員などを歴任され、2008-09
年度は財団管理委員会副委員長、また、未来の夢

委員会委員および副委員長も務めておられます。

先ずは此の度の国際協議会開会本会議におけるロ

ン・バートン次年度 RI 会長による開会講演の内

容をお伝え致します。 
【ポリオ撲滅】1986 年以来開始された｢地球上

からポリオを撲滅する｣ためのポリオ・プラス・プ

ログラムは、当時から実現は容易でないことは分

かっていましたが、2005 年には成功させるという

目標が立てられました。残念ながら 2013 年を迎

えた今、まだポリオの撲滅は成功していません。

しかしポリオが次第に終結へと近づいていること

は、明らかです。目標達成までもう少しです。 
【FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画】｢未

来の夢計画｣は、ロータリー財団の新たな時代の幕

開けです。ロータリーの素晴らしさをすべて取り

入れた未来の夢は、さらに大きく、持続可能な国

際プロジェクトを促すと同時に、地域社会のニー

ズに応える地元プロジェクトでの柔軟性を高める

ことによって、ロータリーを新しい次元へと昇華

させるものです。 
【会員維持増強】会員増強は他人任せでは無く

て、私の責務であり、皆さん自身の責務であり、

ロータリアン全員の責務です。勧誘が成功し、入

会を OK してもらい、その人が会員となった時、

私は 2013年 1月 13日(日)
～18 日(金)、米国カリフォル

ニア州サン・ディエゴにて開

催された、国際協議会 2013
に参加して参りました。地区

ガバナーに就任するには、昨

秋東京で 2 度開催された

GETS(ガバナー・エレクト研

修セミナー)を含め、この国

際協議会への参加が義務付

皆さんの仕事はそこから始まります。新会員を指

導し、彼らがクラブで重要な役割を担い、ロータ

リーで満足感を得られるようにしなければなりま

せん。ロータリーに入会した新会員全員を維持で

きれば、会員増強など問題にならないはずです。

毎年、ロータリーには、およそ 12 万人という大

勢の人が入会します。しかし毎年、ほぼ同じ数の

会員が退会しています。15 年以上にわたり会員数

が約 120 万人にとどまり、会員数が横ばいとなっ

ているのは、このためです。今や本腰を入れなけ

ればならない時が来ています。 
【多様性】1987 年、ロータリーは女性に入会の

門戸を開きました。それは、ロータリーにとって

記念すべき日でした。しかし、女性会員の数が順

調に増えているわけではありません。これは、私

たちが取り組むべき課題です。さらに、ロータリ

ーに若い会員を迎え入れ、現在のローターアクタ

ー、インターアクター、ライラリアン、青少年交

換学生、財団奨学生、GSE チームメンバーに、明

日のロータリアンになってもらえるよう努める必

要があります。ロータリーが生き残るには、時代

の変化とともに自分たちも変わる努力をしなけれ

ばなりません。例会時間や例会場を変えたり、ク

ラブの形態を見直すなど、柔軟に適応する努力を

することです。 
【次年度 RI テーマと地区方針】 
Engage Rotary  Change Lives 
｢ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を｣ 
ロータリーやロータリー財団のプログラムに真

剣に取り組めば、多くの人々を豊かにすることが

出来ます。そしてそれよりも大切なことは、もっ

と豊かになるのは、皆さん自身の人生だというこ

とです。これはアーサー・シェルドンの One 
profits most who serves best ｢最も良く奉仕する

者、最も多く報われる｣という標語から発した考え

です。 
『次年度地区方針』 
私は次年度 RI テーマを尊重しつつ、｢ロータリ

アンが奉仕を実践した時にはロータリアン自身の

人生が豊かになる｣というバートン氏のメッセー

ジを受ける形で、次年度当地区の方針を決定致し

ました。 
それは｢感動の体験を!! 人々にも、自身にも｣ 

であります。 
私は 1 人でも多くのロータリアンに RI やロー

タリー財団プログラムに参加をして頂きたい。立

案した計画が困難を伴っても是非とも、勇気をも

って敢行して頂きたい。これが私の思いでありま

す。”Participate” これは、日本人初の RI 会長を

務められた東ヶ崎潔氏の RI のテーマです。私は

この言葉を心に刻み、この言葉を拝借して、地区

方針に盛り込みたいと考えました。｢参加し、敢行

しよう!!｣であります。どうかよろしくお願い申し

上げます。 

 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   4名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  26名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6 名 
<8 月 23 日の出席率 82.82％> 

Make up を含む 7/26 の出席率 81.82％ 

さて地区としては何にポイントを置いて活動を

進めて行くのか？これは 5 つあります。RI 戦略計

画の 3 つの重点項目のうち、 
｢クラブのサポートと強化｣に関わるものとして 
①会員の維持と増強です  
会員の維持のためには入会後年数の浅い会員に

出来る限り RI やロータリー財団のプログラムに

参加するように工夫をして頂きたいのです 
｢人道奉仕の重点化と増加｣に関わるものとして 
②ポリオ撲滅への努力  
③FVP によるプロジェクトの成功 
④東日本震災復興支援 
｢公共イメージと認知度の向上｣に関わるものと

して 
⑤広報活動です 
この 5 項目に重点を置いて活動して頂きたい

と、強く念願しております。 
【寄付のお願い】目標額 ①年次基金 150 ドル 

②ポリオ・プラス 50 ドル ③米山記念奨学会 3
万円 ④東日本震災復興支援 1 クラブ当たり 5 万

円以上 
【地区大会】2014 年 2 月 21 日(金)～22 日(土) 

大阪国際会議場、リーガ・ロイヤル・ホテル 
記念講演｢桜井よしこ氏｣ 

クトをタイで姉妹クラブと行っている。 
３．新世代 
新世代という言葉は廃止され以前の青少年に戻

る。New Generation という言葉では無く、Youth
という表現にすべきと欧米の緒クラブからの反対

意見が合ったためである。いずれにせよ以前と活

動内容は同じであり、我々としては寄付するとい

うことはつまり自分たちが活動するための寄付金

であるという認識を持つ必要がある。 
４．戦略計画 
ロータリークラブの国際奉仕活動の特徴とし

て、他の奉仕団体などと違い、プロジェクトの規

模は小さめでありながら、数の面では他の奉仕団

体よりも抜きん出ているという事が挙げられる。

マッチンググラントはこういった小規模のプロジ

ェクトになる場合が多い。 
今後はもっと規模の大きなプロジェクトをやろ

うという事でグローバル補助金の制度を導入する

ねらいがある。 
グローバル補助金は随時であり、オンラインで

の申請になる。英語での言語になるが是非チャレ

ンジして頂きたい。 
WCS は RI の管理するプロジェクトであり、ロ

ータリー財団は関係しない。 
いずれにせよ、WCS、ICS という言葉は他のク

ラブ、地区では現在あまり使用されていないので

今後は共通の用語を使用する認識が大切である。 
又、小さいクラブであっても MG を実行している

クラブも多い。 
八尾中央 RC の場合でもタイの貧困地域に浄水

装置を何箇所も設置した実績などがある。 
MG の場合、プロジェクトが継続的な効果があ

るかが条件の一つになる。例えば浄水装置導入 3
年後に病人の数が実際減ったかなどが調査出来る

システム造りも必要となる。 
５．2660 地区 

2660地区はWCSの実績でも日本一の地区であ

り、非常に国際奉仕の面でも活発な地区である。 

当然、質問なども他の地区に比べ圧倒的に多い。 
グローバル補助金についても当地区では既に、

承認されるプロジェクトが出てきている。 

副幹事 大本 達也 
１．会員増強と維持 

2013 年度の規定審議会で職業を持たなくても

ロータリアンになれるということが決議された。

つまり専業主婦や無職のロータリアンが誕生する

可能性がある。 
今後反対意見が所定の手順を踏まえて提出され

ない場合、来年度より適用される。 
一方、奨学生でエントリーされる方、応募され

る方も女性が最近は多い。 
又、これまで女性の入会にあまり好意的でなか

ったクラブでも女性会員の入会後は大歓迎にな

り、入会後かなり肯定的になるクラブもあるよう

である。 
今後、女性会長、女性ガバナーの誕生に期待し

たい。 
２．CLP 

CLP 委員会をクラブの活性化、増強面で戦略的

に活用法している他クラブはあまり見ないので大

手前は上手な位置づけで取りいれている。 
委員会の数を減らすには委員会の中に小委員会

を作るなどして効率化を図るのも方法。八尾中央

RC の場合、夜例会であり、例会後も食事等に会

員が一緒に集うため、非常に会員同士が仲良くし

ている。 
商工会議所を例会場にするなど経費減にも力を入

れている。毎年マッチンググラントでのプロジェ

― ガバナー懇談会報告 ― 

 



した。 
・20 日(火)19：50 大阪国際空港に、大阪城東ロー

タリークラブがスポンサーをするエミリーが、ア

メリカのセントルイスよりやって来ました。 
・23 日(金)8：25 関西国際空港より、茨木西ロー

タリークラブがスポンサーをするセリアンヌが、

フランスのクレルモンフェランよりやって来まし

た。 
これから 1 年間、親元から離れた異国でのホー

ムステイ生活が始まります。慣れない事が多く

色々と大変ですが、1 年後の大きく成長した姿を

見るのが今から楽しみです。 
地区の委員長として 1 年間頑張りますので、ク

ラブとしてご支援ご協力宜しくお願い致します。 

・20 日(火)16：35 関西

国際空港より、大阪天

満橋ロータリークラブ

がスポンサーをする郷

渡君が、アメリカのミ

ネアポリスに旅立ちま

◆会員維持について 
・30 日のクラブフォーラムにて会員の皆様から

意見をお聞きする。 
｢交換留学生入出国｣ 

地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
 今年度も交換留学生の入出国の季節がやって来

ました。それぞれの国で 1 年間派遣候補生として

オリエンテーションを終了した学生達が日本へと

入国し、日本でオリエンテーションした学生達が

海外へと旅立ちます。今週は送り迎えで委員会メ

ンバーは大変です。私の担当は下記 3 人でした。 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
2013 年 8 月 2 日～4 日に開催されました｢少年

少女ニコニコキャンプ｣に参加させて頂き誠に有

難うございました。参加児童からお礼のお手紙を

頂きましたのでご報告致します。 
原田紗夜ちゃん(6 年生) 

ロータリーの皆さまへ 
キャンプ楽しかったです。全然知らない人と班

になって、はじめは｢ドキドキ｣したけれど、ちゃ

んと友達になれました。ごはん作りの共同作業で

みんなと仲良く作れました。とてもおいしかった

です。キャンプファイヤーのとき、歌のものまね

をして楽しくできました。 
リーダーやサブリーダーのお姉さん達も、とて

もやさしくしてもらってうれしかったです。 
ロータリーのみなさん連れて行ってくださって

ありがとうございました。来年から、行けないけ

ど、また大人になったら行きたいです。 
モーリー・ハッシー・サッキーありがとうござ

いました。 
原田柚子ちゃん(5 年生) 

ロータリーの人へ 
連れて行ってくれて、ありがとうございます。

とても楽しかったです。友達ができてうれしかっ

たです。次の海も行きたいです。 
1 日目はみんなの名前を覚えてはしゃいでいた

時楽しかった。2 日目ゴエモン風呂に入った時と

ってもあつかった。3 日目ゲームや川遊びをした

時とっても楽しかった。ワイワイはしゃいで楽し

かったです。 
上戸茉優ちゃん(5 年生) 

ニコニコキャンプに参加させていただいてあり

がとうございます。 
はじめてのごえもん風呂は気持ちよかったで

す。川遊びはすごく楽しかったです。私のせみ班

だけが、びしょびしょになって遊んでました。 
キャンプファイアーはいろんな出し物があってお

もしろかったです。バーベキューはみんなでやい

て食べておいしかったです。リーダーやふくリー

ダーの人は優しかったです。 
また来年も行きたいです。 

幹事 長谷 裕代 
平成 25 年 8 月 26 日午後 6 時 30 分より帝国ホ

テル 24 階嘉門にて、今回も拡大して第 2 回 CLP
委員会を開催しました。 

前回の委員会での活発な意見を踏まえて、今後

大手前 RC をどの様にしていきたいか、委員会構

成等についてたくさんの意見を伺うことが出来ま

した。下記、ご報告いたします。 
◆委員会構成について 
・会員数が減少しているので考えたほうが良い。 
・社会奉仕委員会の中に 3.11 震災特別委員会と

青少年委員会を含む。五大奉仕が四大奉仕と

なるが地区の青少年委員会には担当者が出席

すれば良いのではないか。 
◆奉仕と親睦のバランスについて 
・奉仕活動要請ばかりで親睦が最近少ない。 
・家族の参加が少ない。家族が参加しやすい環

境作りを考える。 
◆出席規定について 

・定款に則ってきっちりとしたほうがいいのか

どうか。 
・夜例会も考える。 

 

8 月 30 日のメニュー 
人参のポタージュ クレシ―風 

旬のスズキのカフェ･ド･パリ風 夏野菜を添えて 

季節のサラダ 

なめらかなオレンジ風味のブリュレ 

  2色のグレープフルーツシャーベット 

コーヒー 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 

― ニコニコキャンプ報告 ― 

― 第2回CLP委員会報告 ― 



末弘 瞭人 
おはようございます！お久しぶりです。今週、

一週間のご報告をさせていただきたいと思いま

す。今週は毎日、台北ロータリークラブのみなさ

んに、晩ご飯をご馳走になったり、いろいろな場

所へ連れていっていただきました。なので、少し

ばかり疲れました…笑 
8 月 13 日には、zita さん

夫婦と三人で、九份 観光へ

行きました。九份 には、宮

崎駿監督が作成したジブリ

ーの中の一つの作品である

(千と千尋の神隠し)という

映画の町並みに出てくる階

地区職業奉仕委員長 岡本 雄介 
8月24日(土)16～18時半まで地区の委員会が開

催された。委員長職を拝命しているのでその資料

作りにかなりの時間を費やした。 
次年度の職業奉仕委員長のハードルを下げるた

め、できるだけ仕事を分担し委員長の負担を軽く

するような組織作りを今年度中に完成させたい。

会議では 9 月 7 日(土)に第 1 回職業奉仕委員長会

議が開催されるので、その内容を議論した。今年

度は各クラブの職業奉仕委員会事業の活性化、そ

して実践に向け地区でフォローすべく努力していく。 

段や建物があります。私は台湾で 1 番行きたかっ

た場所なので、とても楽しめました。 
そして、この一週間は Andrew さん一家にとて

もお世話になりました。8 月 15 日は、ケビン君と

リサちゃんとその友達といっしょに十 にある天

灯へ連れていってもらったり、8 月 18 日には、リ

サちゃんのお誕生日会に誘っていただいて、美味

しい中華料理をご馳走になりました。 

りはじめました。10 分間ぐらい

のスピーチと聞いているので、

なかなか緊張しています。毎

日、スピーキングを繰り返し、

例会できちんと言えるように

しときます！ 
残り約一週間頑張ります！ 

につれていい刺激をいただけました。 
休日では、PP.Johnson さんの息子さん達と淡水

老街へ行き、イギリス人が立てた領事館を見学さ

せていただきました。異文化の歴史に触れて、興

味を持ち、もっと他国にいってみたいという気持

ちになれました。 
晩には、Johnson さん夫婦と David さんに晩ご

飯をご馳走になり楽しい休日を過ごせました。学

業では、8 月 29 日に台北ロータリークラブの例会

での発表に向けて、先生といっしょに発表文を作

8 月 16 日には、Hiro
さん、TOTO さんをはじ

めに他のロータリークラ

ブの方々に天素食という

野菜だけのレストランに

連れていっていただきま

した。そこで、Hiro さん

には、勉学面や生活面で

のいろいろなご指導受け

て、留学生活後半に入る

末弘 瞭人 
こんばんは。今週はいろいろ忙しくご報告が大

変遅くなりました。 
今週は Tracy さんに夜景

の綺麗な場所でディナーに

連れていっていただきまし

た。大変美味しくいただきま

した！そして、Aaron さんに

KAMG の社内の見学をさせ

ていただきました！将来こ

んなところで働けたらいい

なと感じるぐらい大変綺麗

なとこでした。夜景もすごく綺麗で美味しく料理

をいただいて満足した一日になりました。 
休日はHelenさんとCindyさんにはたいへんお

世話になりました。不思議な形をした岩石を見に

連れていってくれたり、船に乗って、石垣島にた

いへん近いところまで連れてくれたりとたいへん

楽しめました！残り少ない台湾生活ですが、スピ

ーチの原稿作りでとてもたいへんです！ 
最後までがんばります！ 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ

ていただきました。必要な方は、幹事までお問

合せ下さい。 
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