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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

皆さんこんにちは、本日は吹田 RC から寺宮脇

一彦様、ようこそおいで下さいました最後までご

ゆっくりとご歓談ください。そして西尾会員のご

紹介で本日の卓話者、女優めぐまりこ様をお迎え

しております。後ほどの卓話を楽しみにしており

ます。 

6 月は親睦活動月間ですが、先日(6/7)は親睦家

族会が和風料亭『天王殿』でありました。新築さ

れたばかりの和風舞台付の大広間で、和風庭園と

懐石料理を皆様と堪能いたしました。岡田委員長、

一年間ありがとうございました。私のここ一週間

ですが、9日はミシュランのお食事会、(6/10)大阪

防衛協会 50周年記念式典、(6/11)次年度国際奉仕

委員会、(6/12)ピルゼン会、(6/14)山口県同郷会、

そして 15 日からは皆様と台北ご一緒することに

なっております。体調に注意しての親睦活動月間

にしたいと思っています。 

さて、現代の建築その 14 は、皆様もよくご存

じの建築家・安藤忠雄氏です。大阪出身で現在は

東京大学名誉教授、21世紀臨調特別顧問、東京オ

リンピックデザイナー総監督、大阪の「平成の通

り抜け」実行委員長等々されています。 
 

 
 
 
 
 
 
 

住吉の長屋          光の教会        淡路夢舞台2001 

安藤氏は高校卒業後、24歳の時から 4年間アメ

リカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジアへ放浪の旅

に出、『自分の目指すこと、信じることを貫き通せ

ばいい』と、安藤流生き方を編み出しました。そ

して『住吉の長屋』を皮切りに数々の作品を世に

送り出してきています。住宅から教会、商業施設、

公共施設等、美術館建築、海外の仕事も増え、建

築学会賞・プリッツカー賞をはじめほとんどの賞

を受けている天才的建築家です。 

特に教会建築などには、彼の感性が生かされて

いると思います。彼のガッツには、『世界を動か

す・大阪のど根性がある』と思います。 

 

 

 

 

 

ﾌｫｰﾄﾜｰｽ美術館   上海郊外保利大劇院     北京国子監ﾎﾃﾙ 

･最終例会･最終例会･最終例会･最終例会（（（（17171717：：：：30303030～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会（（（（18181818：：：：00000000～～～～    ）））） 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢なでしこジャパンから学ぶ継続力なでしこジャパンから学ぶ継続力なでしこジャパンから学ぶ継続力なでしこジャパンから学ぶ継続力｣｣｣｣    

元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督    鈴木鈴木鈴木鈴木    保保保保氏氏氏氏    

((((岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

････7777 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（18181818：：：：30303030～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ベートーベンベートーベンベートーベンベートーベン「「「「ソナタソナタソナタソナタ」」」」 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2014 年 6 月 20 日 第 1499 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

    2012012012013333－－－－2012012012014444 年度年度年度年度        

国国国国際ロータリー会長際ロータリー会長際ロータリー会長際ロータリー会長    ロンロンロンロン    ＤＤＤＤ....バーバーバーバートントントントン    

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVESENGAGE ROTARY CHANGE LIVESENGAGE ROTARY CHANGE LIVESENGAGE ROTARY CHANGE LIVES    

ロータリーを実践しロータリーを実践しロータリーを実践しロータリーを実践し    みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を    

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((6666 月月月月 22227777 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

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



長谷・・・本日、新旧合同クラブ協議会。今年度

最後のクラブ協議会です。よろしくお

願いします。本日は、めぐまりこさん

の卓話です。楽しみにしています。 

犬伏・・・雨はいずこ。 

木村・・・何もありませんが！ 

小林・・・所用があり台北に行けなくて申し訳あ

りません。皆様お気をつけていらして

下さい。 

松浦・・・先週欠席のおわび。 

中林・・・めぐさん、本日の卓話楽しみです。 

中野・・・先週欠席のお詫び。 

西尾・・・代理卓話めぐまりこさんを宜しく！ 

大蔭・・・6 月は親睦活動月間です。岡田サン、

楽しい家族会ありがとうございまし

た。 

大本・・・次年度国際打ち合わせお集まりのみな

さま、ありがとうございました。本日

の新旧合同クラブ協議会よろしくお願

いします。台北訪問楽しみです。 

曽我部・・大蔭会長・長谷幹事、一年間御苦労様

でした。 

山本(依)・西尾さんの代理卓話、楽しみです。 

・・・・次年度国際奉仕委員会次年度国際奉仕委員会次年度国際奉仕委員会次年度国際奉仕委員会    

次年度委員長次年度委員長次年度委員長次年度委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

先日次年度国際奉仕委員会を大阪倶楽部で開催

しました、委員の方大勢参加いただきまして、ま

た次期会長幹事も来ていただきありがとうござい

ました。国際奉仕委員会は次年度台北パイリンＲ

Ｃから短期留学生を受け入れる年度です。受入は

7月 13日から 8月 9日までの 4週間で、土佐堀の

YMCA 国際専門学校で勉強することになってい

ます。 

配布の資料参照、留学生とロータリアンの両親

に入った 3 組の写真と YMCA での授業内容の書

類を見てください。大学生 3名、男性 2名と女性

1 名です。学校で日本語を勉強するだけでなく、

広く日本の文化を習慣等学び日本人の心を伝えて

いただきたいと思っています。 

ぜひ接遇する機会を作っていただき、食事とか

観光地に足を運んでください、会って話をして食

事をして、我々の文化に接する機会を与えてくだ

さい。高級な料理には及びません居酒屋、お好み

焼き屋、焼き鳥屋等で普段の我々の生活を見せて

あげてください、大勢の方の参画をお待ちしてい

ます。 

・本日例会終了後、臨時総会があります。 

・本日は臨時総会終了後、別室にて新旧合同クラ

ブ協議会があります。 

・次週 20日の例会は通常通り 12：30からです。

7月度定例理事会は 18：30からです。 

・次々週 27日は夜例会です。5時 30分開始です

のでお間違えのないようお願いします。 

幹事幹事幹事幹事    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

開催日：2014年 6月 13日(金) 

出席会員数：26名 

(会員総数 34名、内出席規定適用免除会員 6名) 

2014年 5月 16日の理事会において承認されま

した新定款細則案が、2014年 6月 13日定足数を

満たした例会にて審議されました。 

主要な変更・追加についての説明は規定審議委

員の曽我部会員によって行われ、全員異議なく、

定款に則って総会が成立しました。 

｢舞台人の所作｣｢舞台人の所作｣｢舞台人の所作｣｢舞台人の所作｣    

吉本興業所属吉本興業所属吉本興業所属吉本興業所属    女優･タレント･歌手女優･タレント･歌手女優･タレント･歌手女優･タレント･歌手    

    めぐまりこ氏めぐまりこ氏めぐまりこ氏めぐまりこ氏    

((((西尾西尾西尾西尾    昌也会員紹介昌也会員紹介昌也会員紹介昌也会員紹介))))    

会社代 表の方々は、結

婚式などの祝い席でのスピ

ーチ、またお葬式やお別れ

会での弔辞を述べる機会が

多いと思います。 その際、

文面も大切ですが、同じく

大切なのは、声です。 

歌舞伎役者、宝塚女優なども必ず日々行ってる

簡単な発声法をお教え致します。 あと、役者はい

ろんな性格、いろんな職業を 演じますが 皆から

好感度もたれる役柄の舞台所作 表情の作り方を

聞いて頂き、 皆様方のお仕事のお立場のお役に立

てれば、幸いでございます。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44440000,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999977771111,490 ,490 ,490 ,490 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

6666 月月月月 22227777 日の日の日の日の例会場例会場例会場例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪5555階｢階｢階｢階｢八重八重八重八重の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会報告報告報告報告    ――――    



――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

地区青少年交換委員長地区青少年交換委員長地区青少年交換委員長地区青少年交換委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2014年 6月 14日(土) 

場所：シティプラザ大阪 

◆第 11回青少年交換委員会 13：00～15：00 

 本年度最後の委員会となりました。今年は委員

長として、5 名の長期交換生を受入れ、来年度の

交換生 10名のオリエンテーションを行いました。

週報を読んで頂いていればわかるのと思います

が、1 年中行事が途切れること無くある委員会で

大変でしたが、地区委員の皆様とクラブの皆様の

応援のお陰で何とか、事故も無く 1年やり通す事

が出来ました。本当に有難う御座いました。 

来年度は、当クラブでフィンランドからの留学

生を 1名受入れますが、引き続きご協力よろしく

お願い致します。 

◆第 7回派遣候補生オリエンテーション及び保護

者懇談会 15：00～17：00 

 派遣候補生の最終のオリエンテーションを行

い、9 名が晴れて派遣生へとなりました。昨年の

11月から毎月 1回土曜日の午後に集まって、英語

のスピーチ練習・派遣生の心得・ロータリーにつ

いてなどを学んでもらい、立派に成長してくれま

・・・・6666 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        18181818：：：：30303030～～～～    

7月度定例理事会(次年度理事・役員) 

   (帝国ホテル 23階ジャスミンガーデン) 

・・・・6666 月月月月 27272727 日日日日((((金金金金))))    例会例会例会例会 17171717：：：：30303030～～～～    

懇親会懇親会懇親会懇親会 18181818：：：：00000000～～～～    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・7777 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・8888 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

6 月 7 日(土)天王寺の｢料亭天王殿｣にて親睦食

事会が開催されました。当日は会員 10 名、ご家

族 7 名の計 17 名の皆様にお集まりいただき、大

蔭会長からご挨拶をいただき、犬伏会員の乾杯の

ご発声により楽しい時間が始まりました。 

次々に運ばれてくる美味しい料理を美しい庭を

眺めながら楽しい会話と共にいただきました。人

数は 17 名と少な目でしたがご出席いただいた皆

様のお蔭で和気あいあいとした温かいひと時を過

ごす事ができました。本当に有難うございました。 

した。8 月にはそれぞれ派遣国へと飛び立ち、約

10カ月間、異国でホームステイをし、来年 6月に

帰国します。帰国時には、必ずこの 1 年の成長と

は比べ物に成らないくらい大きく成長して帰って

きます。その姿を見ると、この 1 年の苦労が一瞬

にして飛んでしまうくらいの感動です。 

◆来日学生・派遣学生歓送会 17：30～20：00 

 いよいよ来日学生とのお別れの時がやってきま

した。昨年 8月末に来日した時には、殆ど話せな

かった日本語も上手くなり(大阪弁ですが)、色々

なことを経験し学び、多くの友達ができ、かけが

えの無い思い出を作った事と思います。 

アマデウス、コウ、エリザベス、セリアンヌ、エ

ミリー、本当に良い子ばかりでした。自分が委員

長だったので、贔屓目もあるかも知れませんが、

今までで一番素晴らしい来日学生達でした。母国

に帰ってもこの 1年の経験を生かして世界平和の

架け橋となってくれることを祈念致します(涙)。 

 

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    

――――    親睦食事会報告親睦食事会報告親睦食事会報告親睦食事会報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0名   会 員 数  34名  

 外国ビジター  0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 

<6 月 6 日の出席率 75.00％> 

Make up を含む 5/16 の出席率 78.13％ 

第第第第 2660266026602660 地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

6月10日今年度最後の地区職業奉仕委員会が帝

国ホテルジャスミンガーデンで開催された。一年

間委員長を任されたが、結果はともかく、｢委員会

メンバーの結束｣と｢今後の活動の方向づけ｣など

は達成できたように思う。また次年度委員長と打

ち合わせを重ね、委員会活動の引き継ぎを重点的

に行い、次年度の活動も同時に進めることができ、

ロータリーの単年度制のデメリットを払拭できた

と思う。それにしても本当に楽しい委員会だった。 

｢｢｢｢カンボジアの子どもへトイレ寄贈と教育カンボジアの子どもへトイレ寄贈と教育カンボジアの子どもへトイレ寄贈と教育カンボジアの子どもへトイレ寄贈と教育

支援支援支援支援｣｣｣｣    

二本松二本松二本松二本松 RCRCRCRC    

((((第第第第 2530253025302530 地区地区地区地区    福島県福島県福島県福島県)))) 

当クラブは、カンボジアの小学校を支援する活

動を 2013年から続けています。 

 今年 1 月 13 日には、首都プノンペンから車で

約 2 時間離れた所にあるプレイベン小学校に、ト

イレを寄贈しました。前年、カンボジア支援の

NPO法人を通じ、同校へ井戸を贈った際、600人

を超す児童が使用するトイレが足りないと知った

のがきっかけでした。 

 会員 4 人が現地を訪問し、音楽や日本の舞踏な

どを介して日本の文化を紹介し、子どもたちと交

流も深めました。当日は会員が提供してくれた全

員分のボールペンや学用品などを持参し、子ども

たちにプレゼントして喜ばれました。 

 また、親のいない子どもたちが共同生活をする

養護施設を訪れ、学用品や衣類、教育資金を寄付

したほか、複数の小学校を訪問して教育の現状を

聞き、音楽交流を行ってきました。 

 カンボジアは世界でも貧しい国の一つで、教育

の機会に恵まれない子どもたちが数多くいます。

ただ、出会った子どもたちはみんな、澄んだ目を

していて、学ぶ意欲にあふれており、いずれは素

晴らしい国になると感じました。教育の大切さを

あらためて認識し、今後も機会あるごとに支援し

たいと思いました。 

今回の委員会のあとの懇親会は元地区職業奉仕

委員長で CD の作成に尽力いただいた方へのお

礼、春の叙勲をされた方へのお祝い、晴れて退任

される方々の壮行会、地区事務局で委員会をサポ

ートしてくれた方々へのお礼を兼ねたもので延々

3 時間も居座ってしまいジャスミンガーデンの方

にもご迷惑をおかけしてしまった。サプライズで

事務局の方からプレ

ゼントをもらい感激

した。 

地区委員会への出

向は、忙しくなるなど

の理由で敬遠されが

ちだが、この委員会は本当にロータリーを論じ、

実践する楽しい委員会であった。勉強させていた

だいた。委員会のみならず懇親会の席でもロータ

リーについて激論を交わすくらいの熱心さもあっ

た。委員会メンバーが他地区の IM に基調講演者

として招かれるなど、論客もおられた。 

あと一年副委員長として残るが、次年度は事業

として各クラブ訪問を行い、クラブ会長や職業奉

仕委員長との意見交換などを行う予定だ。大変そ

うだが楽しみでもある。 

我がクラブのメンバーも機会があれば地区出向

をすべきだと思う。私の後任として次年度は長谷

会員が地区職業奉仕委員として出向いただく。頑

張ってください！ 

 

 

 

 

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 6666 月号より月号より月号より月号より    ――――    

6666 月月月月 20202020 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

グリルした但馬味どりと茸のピラフグリルした但馬味どりと茸のピラフグリルした但馬味どりと茸のピラフグリルした但馬味どりと茸のピラフ    

サラダサラダサラダサラダ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    第第第第 2660266026602660 地区職業奉仕委員会報告地区職業奉仕委員会報告地区職業奉仕委員会報告地区職業奉仕委員会報告    ――――    


