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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    

今回で2回目の会長挨拶ですが、あと354日任期

が残っていると考えると気が重くまだ緊張が解け

ておりません。 

本日は、大阪中之島RCの下岡会長と辻幹事をお

迎えしております。後ほどご挨拶をいただきます

が、お忙しい中、本日は有難うございます。また、

当会の高折特別会員、私の友人で大阪柏原RC元会

長の林芳繁さん、ようこそいらっしゃいました。 

昨日は第2回の対外公務として、大本幹事と一緒

に、大阪中之島RCの例会に挨拶に伺い、下岡会長

をはじめメンバーの皆様から温かく迎えて頂きま

した。夜はIM6組会長幹事会である睦輪会に台風

の接近する中で出席してまいりました。泉ガバナ

ー、戸田ガバナー補佐、同じ6組の本年度会長さん

たちから大変貴重なお話を伺ってまいりました。 

さて、これから約1年の間、会長あいさつで何を

話していくのか大変悩みましたが、結局は自分の

職業である弁護士活動を通じてどのように奉仕の

理想を実現してきたか、というテーマで裁判その

他法律問題についての話題で皆様には1年間お付

き合いいただこうと考えております。 

今日は、そのうち刑事裁判についてお話させて

いただきます。無罪判決が出た際にニコニコもさ

せていただきましたが、会長就任前の半年間で 2

件の無罪判決を勝ち取ることができました。有罪

率 99.9パーセントの日本の刑事裁判の現状で無

罪判決というものは大変めずらしく貴重な存在で

すが、1件は強制わいせつ被告事件、もう 1件は

殺人未遂被告事件で裁判員裁判でした。その詳し

い内容については、改めて次回以降にお話しさせ

ていただきますが、事件が終わった後、本人やそ

の家族から｢先生のおかげでやり直せます｣等の感

謝の言葉をいただいたときは弁護士冥利に尽きる

としみじみ感じました。今年は幸先よく仕事がス

タートできたので、会務もそうあってほしいと願

っています。台湾留学生の来日も近づき待ったな

しです。皆様の温かいご支援ご協力のほどをお願

い申し上げます。 
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･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢花は花は花は花は咲く咲く咲く咲く｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢食事と現代病食事と現代病食事と現代病食事と現代病｣｣｣｣    

    管理栄養士＆一級建築士管理栄養士＆一級建築士管理栄養士＆一級建築士管理栄養士＆一級建築士    田中田中田中田中    吉子吉子吉子吉子氏氏氏氏    

((((大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    アレックスノースアレックスノースアレックスノースアレックスノース「「「「アンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディー」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢われは海の子われは海の子われは海の子われは海の子｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢私にとっての我がク私にとっての我がク私にとっての我がク私にとっての我がクラブメンバー！ラブメンバー！ラブメンバー！ラブメンバー！｣｣｣｣    

岡本岡本岡本岡本    雄介会員雄介会員雄介会員雄介会員    

････8888 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（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「デュエットデュエットデュエットデュエット」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    
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7777 月月月月 11118888 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

牛フィレ肉のカツカレー牛フィレ肉のカツカレー牛フィレ肉のカツカレー牛フィレ肉のカツカレー    バターライス添えバターライス添えバターライス添えバターライス添え    
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大阪中之島 RC下岡陽一郎氏、辻義光氏 

  ・・・1年間よろしくお願いします。 

大阪柏原 RC林芳繁氏 

  ・・・大阪大手前RC金髙丸の出航を祝して。 

朝槻・・・中之島 RC 新会長下岡様、辻幹事様

ようこそお越し下さいました。1 年

よろしくお願いいたします。 

長谷・・・中之島 RC 会長下岡様、幹事辻様、

ようこそお越し下さいました。台北

百齢 RC の短期留学生が来られま

す。国際委員の皆さまよろしくお願

いします。お手伝い致します。声を

かけて下さい。 

金髙・・・本日、下岡会長、辻幹事ようこそい

らっしゃいました。髙折先生いらっ

しゃいませ。朝槻さんご本ありがと

うございました。 

木村・・・いつもながら何もありませんが。 

北村・・・初回欠席申し訳ありません。本年度

も宜しくお願い致します。 

河野・・・下岡会長、辻幹事、ようこそいらっ

しゃいました。 

松田・・・参加 2回目！！SAA頑張ります！ 

三木・・・中之島 RC の会長、幹事のお越しを

感謝して。 

中村(不）・台風、大阪は大過なく過ぎました。

感謝！ 

岡田・・・もう夏バテです。 

大蔭・・・新年度を迎え色々と楽しみに考えて

います。 

大本・・・中之島 RC 会長下岡様、幹事辻様、

ようこそお越し下さいました！来週

いよいよ台北より留学生来日です！ 

瀬尾・・・中之島会長、幹事様ようこそ。 

辻村・・・新入会員の松田さんに催促されたの

で。 

・本日ロスター帳とガバナー月信を配布させて頂

いてます。 

・昨日睦輪会に出席し、今年度の IM 第 6 組のイ

ンターシティミーティングの PR がホストクラ

ブである新大阪 RC よりありました。10 月 18

日(土)、会場はグランフロント大阪です。 

・次週例会後に 8月度の理事会を開催しますので、

出席義務のある方、お忘れなきように。議案のあ

る方は担当委員長まで申し出下さい。9月度の理

事会は 3週目が 15日で休会のため 2週目の 8月

8日の例会後に開催します。お間違え無く。 

・会費納入のお願いを郵送させて頂きました。7

月 25 日が振込期限となっております。期限ま

でのお振込み宜しくお願いします。 

・2014年度大輪ゴルフの案内 

開催は 10月 22日(水)、申込締め切りは 8月 20

日(火)です。参加希望者は私若しくは事務局迄

お知らせ下さい。 

・ザロータリアン英文購読と名刺の申込を希望の

方は今月 18日迄に事務局にお知らせ下さい。 

松田松田松田松田    喜則喜則喜則喜則    

この度、大手前ロ

ータリークラブに

入会させていただ

きました松田喜則

と申します。私は、

株式会社帝国ホテ

ルに勤務しており、

現在帝国ホテル大阪 副総支配人を拝命しており

ます。 

6 月までお世話になっておりました前総支配人

の前田の代わりの入会という形になりますが、前

会長の大蔭様と前幹事の長谷様のご推薦をいただ

きまして、入会の運びとなりました。あらためま

して、よろしくお願い申し上げます。 

私は、昭和 38 年生まれでございまして、生ま

れ育ちは尼崎でございます。大学から東京に行き、

東京で帝国ホテルに就職し、平成 8年の帝国ホテ

ル大阪開業から 13 年間大阪で勤務しておりまし

た。5年前の平成 21年 4月から 5年間の東京勤務

を挟みまして、再度この 4 月に大阪勤務となりま

した。 

前回の 13 年間の大阪勤務時代の、約半分の期

間、大阪 JC に在籍し、そこで得られた友人や諸

先輩の方々は、私の一生の宝物であると思ってお

ります。この大手前ロータリークラブにも大阪 JC 

OB の方が多数いらっしゃいますが、特に辻村和
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――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    入会ご挨拶入会ご挨拶入会ご挨拶入会ご挨拶    ――――    



｢五大奉仕｢五大奉仕｢五大奉仕｢五大奉仕委員委員委員委員長長長長方針発表｣方針発表｣方針発表｣方針発表｣    

◆◆◆◆クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

 クラブ奉仕委員会の役割とは、企業に置き換え

ると管理部門で、それ以外の奉仕部門は営業のよ

うな実務部門であると言われています。クラブ奉

仕委員会はクラブが活性化し、より多くの成果が

得られるように努力しなければなりません。一見

何をやればよいのかわかりにくい委員会ですが、

その目的を明確にし、今年度は活動して参ります。

クラブ奉仕委員会主催の事業を企画してみます！

副委員長には元会長であり、ご経験豊富な三木会

員がおられますので、ご意見をお聞きしながらい

っしょに進めたいと思います。皆様どうぞご協力

よろしくお願いいたします。 

◆◆◆◆職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

 初めて職業奉仕委員会の委員長をさせていただ

くので、まずは委員会を開催して委員会メンバー

と共に考えていきたいと思っておりますが、現状

予定として考えている事を発表します。一つ目は、

昨年度会員研修委員会で、各会員の職業に関して

具体的にわかるようなものがあれば便利、との意

見があり当委員会で冊子を作成してはどうかと依

頼がありましたので、これについて進めていきた

いと思います。二つ目は、職場見学について適切

な場所を検討して実施したいと思います。三つ目

は、出前授業についてですが、これについてはこ

ちら側の準備もありますが、相手先の学校の問題

もありますので慎重に考えていきたいと思いま

す。1年間よろしくお願い致します。 

◆◆◆◆社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

今年度は委員会のメンバーだけでなく、多くの

皆さんに参加いただける奉仕活動を心掛けて取組

みたいと思います。主たる活動としては大手前整

肢学園に対する奉仕、被災地に対する地区補助金

を活用した奉仕、三世代クラブ合同社会奉仕事業

への協力等、必要に応じて他の委員会とも協力し

ながら、地道な活動を続けていきます。 

◆◆◆◆国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

 国際奉仕委員の今年の事業方針は、例年とあま

り変わりはありません。姉妹クラブのパイリンロ

ータリークラブとの交流、これはすでに始まって

いる短期留学生の 4 週間の日本語講座ですが

YMCAにて企画されるコースになりました。いき

さつはすでにご紹介した通りです。学生が日本の

文化や慣習に親しむ機会を会員にお願いします。

両クラブの記念例会への参加とお互いの WCS を

おこないますが、新しい支援先を開発する予定で

す。 

 ハワイのカハラサンライズとの交流ですが再確

認をすべく 10,11 月頃に訪問を計画するつもりで

す。国際大会は 6 月にサンパウロでありますがこ

れの参加も考えましょう。 

 アジアの国との交流には、過去の問題が微妙に

影響し神経を使いますが、我々がお付き合いをす

る国は大変親日的で嬉しいのですが、基本精神は

相手を尊敬することが大切だと認識してゆくつも

りです。 

◆◆◆◆青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会    

社会奉社会奉社会奉社会奉仕委員長仕委員長仕委員長仕委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平 

今年度は委員会のメンバーだけでなく、会員の

皆様の協力を得ながら、各種の青少年プログラム

への積極的な参加を核に、長期交換留学プログラ

ム事業の実施、尼崎学園を対象とした事業等、活

発な活動を心掛けます。 

弘君は、大阪 JC の入会も卒業も全く同じという

ことで、またこの度大手前ロータリークラブでご

一緒できることは、とても心強いことであります。 

また、JC 在籍期間中には、大阪 JC 創立 50 周

年そして、日本青年会議所 50 周年記念全国大会

が大阪で開催され、仕事もしながらの活動でした

ので、大変なこともありましたが、そういった場

に身を置けたことは、よい経験となりました。 

今年は、JCを卒業してちょうど 10年、主旨目

的がちがいますがロータリークラブに入会させて

いただき、素晴らしい方々との新たな出会いを期

待しておりますし、世の中への奉仕・貢献を微力

ながら実践させていただければと考えておりま

す。 

まだまだ若輩者ではございますので、皆様から

のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

 

7777 月月月月 25252525 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

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 3333 階｢階｢階｢階｢鶴鶴鶴鶴の間｣の間｣の間｣の間｣    

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



幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

｢関空お迎え｣｢関空お迎え｣｢関空お迎え｣｢関空お迎え｣    

国際国際国際国際奉仕委員奉仕委員奉仕委員奉仕委員    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

7月 13日、パイリン RCからの短期留学生 3名

受け入れのため、関西国際空港へのお迎えをご一

緒させていただきました。 

本年の留学生は国立台湾師範大学 4年生のジェ

ニー、加州大学 1年生のエリック、東呉大学 3年

生のデイビッドジュニア。パイリン RC 会長

Mr.ANDREW、Mr.ALBERT と Mr.GEORGE の

引率で正午に日本へ到着されました。留学生は少

し緊張の面持ちですが、ジェニーは JAMESのご

令嬢、エリックは GEORGE、デイビッドジュニ

アは DAVIDのご子息です。 

本日から 4週間、日本文化に触れて楽しく学ん

でもらえるよう我々クラブらしい“おもてなし”

をいたします。 

 今回でこの受け入れ留学生は 80 名を超えたと

聞いております、パイリン RC と大手前 RC の親

睦は他の行事でも図られていますが、この留学生

の受け入れはその中でも要の行事とされていま

す。 

私たちが本年 6月に台湾を訪問した際には、心

のこもったおもてなしをいただきました。私もこ

の感謝の気持ちをお返しするため、精一杯お手伝

いさせていただこうと考えています。  

これから彼ら留学生は、YMCA校で日本語を毎

日学びますが、学校では身に付けられない世界は、

私たちと一緒に過ごす日々で様々な大阪の街や文

化や美味しいものに触れることで広がって行くこ

とと思います。帰国前の例会では彼らからその経

験を聞けることが今から大変楽しみです。 

 これらが若い彼らのこれから輝く将来に“学び

のきっかけ”を与え、“楽しい思い出”’が胸に刻

まれることを、心より願います。 

委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

2014～2015 年度地区青少年交換委員会来日学

生ホスト関係者オリエンテーション及び第 1回カ

ウンセラー会議に出席して参りました。 

日時：2014年 7月 12日(土)13：00～15：00 

場所：大阪商工会議所会議室 

当クラブからの参加者 

地区青少年委員  辻村会員 

ホストファミリー 河野会員夫妻 

交換留学生保護者 坂田真由美様 

千里高等学校教員 榮 静香様 

クラブ担当委員長 竹森 

このプログラムへの参加関係者が 10組と多く、

会場が前日変更になった為、地区委員会の方々も

暑い中、ご苦労なさったと思います。少し開始時

間は遅れましたが、委員長の山本様より挨拶と一

連の流れを説明頂き、泉ガバナーからは経験も踏

まえた交換留学生受入への心構えをお話頂きまし

た。 

そして、青少年交換プログラムの全体で特に注

意すべき事の説明を細かく説明頂きました。パス

ポートやお金の管理、保険各種の手続き、緊急時

の対応、危機管理の徹底、カウンセラーの重要性、

4D(飲酒・自動車などの運転・ドラッグ・デート)

ルールの禁止事項の厳守、地区への報告の義務、

青少年交換年間スケジュールの確認が行われまし

た。詳しい内容につきましては、改めて書面にて

皆様に配布致します。 

7 月 10 日、IM6 組の

会長・幹事が集う第 2回

｢睦輪会｣が開催され、金

髙会長と参加して参り

ました。各クラブでの会

員増強、クラブの活性化について様々な意見や情

報が交換され、皆さん楽しくて、待ち遠しくなる

例会にしていこうとする努力や熱意を凄く感じる

事が出来ました。 

参加された他クラブ幹事の皆様からエピソード

を聞く中で例会を更に魅力有るものにして行く為

のヒントが沢山あるように感じました！ 

その後、ホストクラブ・カウンセラー・担当ロ

ータリアンと学校関係者・ホストファミリーに分

かれ各部門での留意すべき内容説明を行って頂き

ました。自分の子供を海外へ 1年間渡航させる心

配する気持ちと、逆に 1人の子供を預かるという

大切さとをこのオリエンテーションで、再確認出

来たと思います。両国間で、受入学生をお互いに

思いやり文化を学ばせ、国際交流と平和の架け橋

になってもらえるように努力したいと思います。 

 

 

――――    IMIMIMIM 第第第第 6666 組第組第組第組第 2222 回睦輪会回睦輪会回睦輪会回睦輪会報告報告報告報告    ――――    

――――    青少年奉仕委員会報告青少年奉仕委員会報告青少年奉仕委員会報告青少年奉仕委員会報告    ――――    

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 1111    ――――    



｢｢｢｢ウェルカムパーティーウェルカムパーティーウェルカムパーティーウェルカムパーティー｣｣｣｣    

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一公一公一公一    

七月十三日の日曜日六時から、台湾よりの短期

留学生三人のウェルカムパ－ティ－に参加しまし

た。帝国ホテル隣の OAP地下の寿司屋｢丸まん寿

司｣で開催され、店を貸し切って大盛況のうちに無

事終了しました。 

｢｢｢｢YMCAYMCAYMCAYMCA 入学式｣入学式｣入学式｣入学式｣    

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭                         

短期留学生の YMCA 国際学校入学式が 7月 14

日 9：00より行われました。これに先立ち三木が

宿舎サンプラザ臨界に 8時に留学生をピックアッ

プし、通学路を教えるべく御堂筋線中津駅より淀

屋橋駅まで地下鉄に乗り、地上に出て土佐堀 1 丁

目の YMCA のビルまで徒歩で行く予定が雨のた

めタクシーを使い学校に到着。 

間もなく河野さんの車で会長 ANDREW 氏、

ALBERT氏、GEORGE氏と金高会長と大本幹事

が到着、YMCAの山佐副校長および石橋学科長と

お会いしお互いに紹介し、両クラブの留学制度等

を説明しました。 

9 時になりオリエンテーションがなされまし

た。学生は百人ほどが来ていました。国籍は大多

数台湾ですが韓国、中国、マレーシア、アメリカ、

ベルギー、スイス、イタリア、ドイツ等確か 13

か国と言っていました。総勢 190人ほどが一月ま

たは 2週間のコースを受けるそうです。日本語で

説明すると横で中国語に、ほかのコーナーでは韓

国語や英語に直していました。コースや課外活動

の説明、日常生活の注意、緊急時の対応等さすが

に世界規模の経営をしている学校だと感心させら

れました。DAVIDと ERIC はレベル 1、JENNY

はレベル 3のクラスです。迷い児札も準備されて

いました。 

最後に石原理事長(大阪 RC所属)にお会いし、交

換留学生の制度等を説明しました。 

日本語、中国語、英語と三か国語が入り混じる

会話ではありましたが、会話の中身と気持ちはし

っかりと伝わったはずです。また留学生たちと話

を進めていく中で感じたことは、彼らなりに日本

の言葉、習慣などを前もってそれなりに調べてき

ていることです。 

短期留学の主たる目的は日本語の学習ですから

興味を持って下調べをするのは当然としても、言

葉の学習とは単なる言葉それ自体を無機的に知る

のではなく、その言葉が話されている国の文化を

含めて学んでいくのが手っ取り早いのかもしれま

せん。 

日本は今やクールジャパンというキーワードで

様々な日本の文化を世界に広く発信しているわけ

ですから、日本に対する興味関心が湧きかつ言葉

に興味を持つということは当然あるわけですね。

キナ臭いアジアの国際情勢にかかわらず、留学生

三人は当然に若くそして純粋な心を持った台湾の

いよいよ始まる彼ら留学生活の初日のご報告で

した。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

若者ですから、この短期留学期間で益々の日本フ

ァンになってもらうために我々大人が協力してい

く必要がありそうです。 

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 2222    ――――    

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 3333    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 4名   会 員 数  35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  24名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 

<7 月 11 日の出席率 85.71％>  

Make up を含む 6/20 の出席率 82.14％ 

・・・・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｢牡丹の間｣) 

・・・・9999 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        12121212：：：：33330000～～～～    

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))            

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (社会福祉法人成美学寮(奈良市柳生)) 

｢会長ご自宅食事会｣｢会長ご自宅食事会｣｢会長ご自宅食事会｣｢会長ご自宅食事会｣    

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭 

7 月 14 日(月曜日)5 時金髙会長がアルバート、

ジョージ、留学生 3人、松浦夫妻、三木夫婦を招

待され、金髙ファミリー4人との合計 13人の賑や

かな食事会となりました。 

奥様のお手製のタイ料理、中華料理、学生には

揚げ物等などテーブル一杯のご馳走でした。会長

も奥様の指示通りお皿を出したりワイングラスを

並べたりご家庭でも良きハズバンドです。 

学生にとってはこの日は YMCA の日本語授業

の第一日でした。レベルごとに 6クラス(各クラス

15人位)あり生徒数は約 90人、そのうち 9割が台

湾からの学生だそうです。翌日は授業後、祇園祭

り宵山にでかけるそうです。来日の目的は日本文

化を知りたいからだそうです。短い滞在の間に少

しでも多くの事を見聞きしてほしいと思います。 

8 時頃に金髙家をお暇し、松浦夫妻はアルバｰﾄ

とジョージとともにどこやら 2 次会に･･･こちら

は少々お疲れ気味の学生たちをホテルに送りとど

けました。 

金髙ご夫妻、楽しく美味しい時間を過ごさせて

いただき本当にありがとうございました。 

加賀料理加賀料理加賀料理加賀料理    佐助での昼食会の後佐助での昼食会の後佐助での昼食会の後佐助での昼食会の後    

大阪天満宮参道にて大阪天満宮参道にて大阪天満宮参道にて大阪天満宮参道にて    

｢六甲山｣｢六甲山｣｢六甲山｣｢六甲山｣    

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

7 月 15 日三木国際委員長と私幹事大本で百齢

RC国際奉仕委員長のArbert会員と今回の留学生

の Ericのお父様であるGeorge会員を六甲山への

小旅行にお連れしました！ 

六甲ガーデンテラスに到着直後は霧がたちこめ

て気温はナント 23 度！次第に視界も回復し六甲

から眼下に拡がる絶景を何とか楽しんで頂けまし

た！昼食は三木委員長のご好意で六甲山ホテルで

のフレンチを堪能しつつ会話も弾みました！ 

その後、オルゴール博物館｢ホール・オブ・ホー

ルズ｣を見学し関空迄百齢のお二人をお送りしま

した！今回特にエリックのお父さんジョージと想

像していた以上に親睦を深める事が出来たのが嬉

しく思えました！三木国際奉仕委員長有難うござ

いました！ 

 

 

 

 

――――    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    ――――    

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 4444    ――――    ――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 5555    ――――    


