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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    

皆さん今日は。大阪東 RCの黒田様、ようこそ

いらっしゃいました。また、本日は台湾からエリ

ック君、デイビットジュニア君、ジェニーさんの

3名の交換留学生をお迎えしております。後ほど

簡単に自己紹介をしていただきます。 

今週は台北百齢 RCとの短期交換留学生事業が

始まり大変忙しい 1週間で、国際奉仕委員会の皆

さんや協力いただいた会員の皆さん有難うござい

ました。 

日曜日に関西国際空港への留学生達の出迎え、

その晩に開催されたウェルカムパーティーに始ま

り、月曜日は YMCAの開講式出席、会長のアンド

リューさんら 3名との昼食会、同会長の見送り、

晩の留学生とアルバートさんとジョージさんの我

家への招待、火曜日は、アルバートさん、ジョー

ジさんの六甲山小旅行と関空見送り、更に、木村

ファミリーのご協力で本日予定されている海遊

館、アメリカ村ツアー、明日(土曜日)の三木国際

奉仕委員長宅晩さん会と続いております。8月 10

日まで続きますが、会員の皆様の協力が是非とも

必要ですのでよろしくお願い致します。 

さて、昨日、最高裁第 1小法廷において、DNA

鑑定により親子関係がないと証明されれば、法律

上の父子関係を取り消せるかが争われた 2件の訴

訟の上告審の判決が出ました。新聞やテレビで大

きく取り上げられたのでご存知の方も多いと思い

ますが、｢取り消せない｣とする判断でした。民法

772条の嫡出推定規定を重視する判決ですが、子

供の福祉や利益からみると甚だ疑問が残る判決の

ように思います。本日は時間が押していますので

詳細は次回にお話しさせていただきます。 

梅雨明けも間近、酷暑の中、健康に気を付けて

頑張ってください。 
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2014 年 7 月 25 日 第 1504 回例会 

◎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((((8888 月月月月 1111 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

8888 月月月月 1111 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 4444 階｢階｢階｢階｢芙蓉芙蓉芙蓉芙蓉の間｣の間｣の間｣の間｣    

･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        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢｢｢｢奉仕の理想｣奉仕の理想｣奉仕の理想｣奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････会員増強担当会員増強担当会員増強担当会員増強担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢我我我我クラブの会員維持増強の秘策を求めてクラブの会員維持増強の秘策を求めてクラブの会員維持増強の秘策を求めてクラブの会員維持増強の秘策を求めて｣｣｣｣    

大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝会員増強担当委員長政勝会員増強担当委員長政勝会員増強担当委員長政勝会員増強担当委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    アンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオン「「「「風の道風の道風の道風の道」」」」    

――――    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    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

7777 月月月月 25252525 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

ミネストロンミネストロンミネストロンミネストロンスープスープスープスープ    

帆立と帆立と帆立と帆立とウニを詰め込んだウニを詰め込んだウニを詰め込んだウニを詰め込んだ    

舌平目の舌平目の舌平目の舌平目のポーピエットポーピエットポーピエットポーピエット    

サラダサラダサラダサラダ    

アプリコットアプリコットアプリコットアプリコットのコンのコンのコンのコンポートポートポートポート    

ライチのソルベと共にライチのソルベと共にライチのソルベと共にライチのソルベと共に    
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長谷・・・DAVID Jr、ジェニー、エリック、よ

うこそ日本へ。先週大蔭前会長主催

の食事会ありがとうございました。 

金髙・・・ジェニーさん、デイビッド Jr 君、エ

リック君ようこそいらっしゃいまし

た。国際の皆さん、ご苦労様です。

岡本くん、卓話頑張って下さい。 

木村・・・佐々木さん、岡本さん、竹森さん、

ありがとうございました。 

小林・・・何もありませんが。 

松浦・・・DAVID Jr、ジェニー、エリック、よ

うこそ日本へ！ 

西尾・・・日曜日、福島でニシオドリーム復帰

第三戦です。頑張って欲しいね！ 

岡田・・・ジェニー、エリック、デイビッド Jr、

ようこそ。 

岡本・・・本日、卓話よろしくお願いいたしま

す。三木国際奉仕委員長、留学生の

受け入れに参加できず、すみません

でした。 

大本・・・交換留学生の DAVID Jr、Eric、

Jenny、ようこそ！岡本さん、卓話

楽しみです。 

佐々木・・会員有志で佐渡島に行って参りまし

た。 

曽我部・・松田さんの御入会を祝して。 

竹森・・・ジェニーさん、エリック君、デイビ

ッド Jr君、いらっしゃいませ！ 

・・・・国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会    

委委委委員長員長員長員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

本日は留学生 3名を皆様に紹介します。お手許に

留学生の講座のスケジュールの表を配布していま

すが、ここにいつ、どこへ、誰が、食事とか観光

に連れていってくれるかを記入して下さい。まず、

MEETING PLACE がありますが、4 ヶ所準備

していますので、どこかで落ち合って連れて行く

人と、行く場所をご記入下さい。よろしくお願い

します。 

・本日例会終了後 8月度定例理事会です。 翌月の

理事会は 8月 8日の 2週目開催です。 

・次週 25 日は今年度天満橋ロータリーの会長・

幹事がご出席予定です。 

・先週中之島ロータリー様より創立 20 周年の記

念誌を頂きましたのでお配りしています。 

・ 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 日火曜日です。参加希

望者は私若しくは事務局迄お知らせ下さい。 

・9月 12日にガバナー補佐訪問、クラブ協議会 

9月 26日にガバナー訪問です。 
｢｢｢｢大阪大手前ロータリークラブ大阪大手前ロータリークラブ大阪大手前ロータリークラブ大阪大手前ロータリークラブ    メンバーにメンバーにメンバーにメンバーに

思う。入会して思う。入会して思う。入会して思う。入会して 11111111 年経った今、メンバーの年経った今、メンバーの年経った今、メンバーの年経った今、メンバーの

皆様に対する私の思い！皆様に対する私の思い！皆様に対する私の思い！皆様に対する私の思い！｣｣｣｣    

    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

 入会して11年が経ちますが、自分がメンバーの

皆様方とどんな関わり合いをし、どれだけ理解し

ているのかを振り返ってみました。相手のことを

理解しコミュニケーションを取り、すばらしい関

係を築くことは大切なことだと思います。 

私の勝手な思いですので、思い違いなどあるか

もしれませんがどうぞお許しください。本日出席

しているメンバーの方から進めさせていただきま

す。出席の方全員は話せないと思います、ご了承

ください。 

◆髙折 忠太名誉会員  

京都で親睦委員会の事業があった時、珍しく奥様

ご同伴で出席され、2次会までお付き合いいただい

たことがありました。関会員が会長をされた時の

幹事をお受けし、 血圧が上がりっぱなしになって

以来、ずっと お世話になっています。いつも上品

で物静かな大先輩です。最近は月1度薬をいただく

時にお会いするのが楽しみです。 

◆長谷 裕代会員  

とにかく元気で活力がみなぎっています！人の話

にうなずきながら寝る技を持っておられます。す

ごい！(笑) 。前大蔭会長と真っ向勝負、会長をぎ

ゃふんと言わせた名幹事！  

仕事に対する姿勢はすばらしいと思います。職業

奉仕の見本です！地区の後任よろしくお願いしま

す！ どこにいるかすぐわかる！誰かと一緒！ 

◆犬伏 將会員  

第一印象はダンディー、紳士、お洒落！ロータリー

にはこんな方ばかりが入っておられるのか、とビビ

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥40404040,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥222222220000,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    
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――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    ――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



りました。チャーターメンバーであり、我がクラブ

をずっと見て来られた大先輩！クラブの運営など

重要な案件を相談すると、快く意見をおっしゃって

下さいます。毎回懇親会の乾杯のお役が回ってしま

い、申し訳ございません。いつも短くまとめていた

だき、ありがとうございます。私も犬伏さんのご年

齢までかっこよく生きていきたいです！ 

◆金髙 好伸会員  

お仕事柄とてもお忙しい中、会長をお受けになり

すごいと思います！大本幹事を厳しく育ててあげ

てください！(笑)家族会などはいつもご家族で参

加され、クラブの懇親に大きく貢献されています。

御嬢さん、奥様を知らない会員はいないと思いま

す。台北ではイビキがうるさくてすみません！ 

◆木村 節三会員  

あまりにも大きなネットワークを持っておられま

す。困ったときに相談すれば、親身になってくれま

す。大人の皮をかぶった｢天真爛漫なこども｣の印象

があります。お酒をやめることができ、よかったで

すね！お身体にくれぐれもご留意ください。 

◆北村 光司会員  

例会でたまに誰かの視線を感じたら、北村会員で

した(笑)ロック？バンドをやっておられたとのこ

と。カラオケで歌い始めると、乗りについていけ

ません！職業は弁理士さんで、  

北村光司(Koji KITAMURA) 所長 学歴：大阪大

学工学部機械工学科卒業 平成4年弁理士登録 特

定侵害訴訟代理業務付記登録 職歴：凸版印刷株式

会社開発本部、特許事務所国際部勤務を経て･･･

等々書ききれません！(笑)  

◆小林 アツ子会員  

初めて事務局に面接に来られた時、落ち着いたす

ばらしい方だと思いました。ライオンズクラブの

会長をされる程の人格者であられます。昨年度青

少年委員会では竹森会員を盛り上げて、2回献血活

動にも参加いただきました。ゴルフが大好きな小

林会員！ 

◆河野 裕一会員  

初めて親睦旅行でお話しした時、｢君、しっかり働

かなあかんよ｣と言ってしまいました。元アイスホ

ッケーの選手には見えません(笑) ゴルフが大好

きです。度を越さないように！奥様ととても仲良

しです。彼の回りでは時間がゆっくり進んでいる

ようです。 

◆松葉 知幸会員  

クラブでは規定審議委員会になくてはならない存

在です。いつも冷静で物事を見ておられます。仕

事柄当たり前でしょうか？理事会での発言はどっ

しり重く、説得力があります。松葉さんの意見を

お聞きすると、思わず納得！ 

◆松田 喜則会員  

新しく入会されたのでまだあまりよく存じ上げて

おりません。ゴルフがシングルとお聞きしまし

た！我がクラブにも河野プロがおります。回数は

プロ並みです。早く松田会員と仲良くなれるよう

努力いたします！辻やんと長いお付き合いをされ

ているとお聞きしました。 

◆松浦 貞男会員  

松浦会員から幹事のお話しをいただき、関会長の

もとさせていただきました。ご自分では短気だと

おっしゃいますが、そうでしょうか･･･毎年の立場

に応じてクラブに最大限ご尽力されておられま

す。お酒が大変お好きですが、奥様がセーブされ

ています。相談すれば何でも親身になって考えて

もらえる良き先輩です。 

◆三木 元昭会員  

英語がペラペラで、うらやましい限りです。英

語のカラオケがお上手です！ 毎年、国際奉仕委員

会の事業など積極的に参加されています。留学生

のカウンセラーやホームステイの受け入れなど、

古くからクラブに貢献されています。 

◆中林 邦友会員  

前にでたらペラペラと流暢に話されます。クラブ

では若手を取りまとめてくれる中心を担ってくれ

ています。見かけによらずテニス部です。最近ダ

ンス、山登りにはまっています。来年度は会長と

してどんな手腕をふるってくれるか楽しみです！ 

◆中村 不二会員  

旅行で同室になった時、私のすごいいびきにもか

かわらず、朝何気ない顔をしてくれました。日課

として朝からストレッチをされますが、体の柔ら

かさに驚きです。何でもスマートにこなされ、女

性にもモテモテでしょう。ロータリーのことで無

理をお願いしても、快諾いただきいつもご協力い

ただいています。 

◆中村 匡克会員  

奥様にとてもやさしい良きご主人です！理事会で

はいつもはっきり発言をされます。正しいことは

正しい、間違ったことは間違っていると！会長を

されている時に相馬RCを訪問した際、例会でご挨

拶されましたが、心に響くすばらしいスピーチで

した。ヨットの船長です。 

 



｢『｢『｢『｢『海遊館海遊館海遊館海遊館』『』『』『』『アメリカ村アメリカ村アメリカ村アメリカ村』『』『』『』『心斎橋心斎橋心斎橋心斎橋』』』』－ビッ－ビッ－ビッ－ビッ

クリ体験シリーズ－クリ体験シリーズ－クリ体験シリーズ－クリ体験シリーズ－ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢ｣｣｣｣    

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    木村木村木村木村    節三節三節三節三    

ちょうど、来日一週間目にあたる 7月 18日に、

元台湾留学生(鄭宇翔＝通称：竜)と元日本留学生

(木村真希：娘)、そして、KECのスタッフ 2名と

私で、例会とインペリアルルームでの歓談後、海

遊館⇒アメリカ村⇒心斎橋筋⇒道頓堀に行きまし

た。（参照■①②③④⑤） 

◆中田 圭子会員  

ひょうきんな方です。まともな顔で写った写真が

ありません。ピンクレディーを振付付きで踊った

ら天下一品です！過去中田会員より踊れる方には

会ったことがありません。でも日頃はまじめに仕

事をされているようです。人生メリハリを付けて

生きておられます。 お酒はシャンパンが大好きで

す。しかし他のお酒も飲まれます。 

◆西尾 昌也会員  

ユーミンと食事されたことがあります。うらやま

しすぎます！ロータリーでは役職は避けられます

が、実はロータリー歴26年です。本当においしい

お酒の飲み方をされます。あまりにも広いネット

ワークを持っておられます。しかも各分野様々で

す。付き合いの広さは尊敬に値します。 

◆岡田 耕平会員  

ロータリーで自分のやらなければならないことは

必ず実行されます。北新地でも実行されます。ロ

ータリーではまじめで、頼りがいのあるメンバー

です。仕事は相当お忙しいにもかかわらず、ご自

分の役割を理解され、ロータリーに人生を捧げて

おられます。 

◆大蔭 政勝会員  

昨年度はご自分を変革し、会長職を全うされまし

た。何を隠そう私の紹介会員です。会長の時は会

員に感謝の気持ちを持って接しておられました。

すばらしい奥様が全面的にバックアップされてい

ます。会長を終えられてからが真骨頂ですね！ 

◆大本 達也会員  

初めてお会いした時は、地球人？と、思いました

(笑)ご自分の興味のあることには熱心です。ゴル

フが大好きです。今年度は幹事役を引き受けられ

ました。大変でしょう！ 何を考えておられるのか

わからない時がありましたが、さすがに6年お付き

合いさせていただくとわかってきました。 

その道中、彼等が印象に残ったビックリが 3点

ありました。 

一点目－初めて見る海遊館の豪壮さと魚の種類の

多さとその美しさにビックリ！ 

二点目－心斎橋の若者向きのモダンなショップと

奇抜な街並みにビックリ！ 

三点目－道頓堀の凄い賑わい振りにビックリ！中

国人、韓国人の多さにビックリ！(引率し

ている私達もビックリ！) 

一日空けた 20 日(日)は、｢何としても、心斎橋に

ショッピングに行きたい！｣との“熱” 

■①例会参画 

・DAVID Jr・ERIC・JENNYの順に、一分間で、

｢日本語猛烈学習宣言｣ 

■②歓談 インペリアルルーム 

・真希等を交えての相互の留学体験談で交歓 

■③「海遊館」 

・魚を見たり･･･触ったり･･･撮影したり･･･ 

■④「アメリカ村」 

・“ぶらり”とタウンウォッチング 

■⑤「心斎橋筋」⇒「道頓堀」⇒歓食(ぼてじゅう

総本店)  

・ウィンドウショッピング  

・お好み焼きを食べながらの若者同士の歓談・歓飲 
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｢｢｢｢短期留学生を迎えて短期留学生を迎えて短期留学生を迎えて短期留学生を迎えて｣｣｣｣    

長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

7月 22日(火)午後 6時から、オフィス長谷事務

所にてホームパーティーを開催しました。YMCA

で勉強をし、友人の会社で働いている張さんに｢留

学生のみなさん、どんなことを喜ぶと思う？｣と相

談したところ｢お喋りが大好き｣と聞きましたの

で、昔から沢山の留学生を引き受けていた友人の

力を借り、アットホームなひと時を過ごしました。 

ホストファミリーをしていた彼女は、現在、会

社経営に携わっており、海外にも目を向けてビジ

ネス展開中です。社内で英語や中国語の講座を社

員全員に取り入れています。その勉強に参加して

いる社員の女性 3 人も駆け付けてくれたおかげ

で、場はさらに盛り上がりました。 

｢｢｢｢三木邸お食事会三木邸お食事会三木邸お食事会三木邸お食事会｣｣｣｣    

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 19日(土)は、国際奉仕、三木委員長のお宅

に留学生と共に、ご招待いただきお邪魔いたしま

した。私たちもご一緒させていただけるのは委員

の特権です。 

この日も蒸し暑い一日でしたが、午後から夕立

のように一瞬降った雨のためか、少しは過ごしや

すい夕方でした。留学生 3 人に｢京都はどうだっ

た？｣と聞くと｢暑い、暑い｣しかし毎日の出来事を

楽しそうに話してくれます。 

このような留学という体験は、本当に若いとき

に貴重なものですね。彼らのはじけるよう笑顔に

私も嬉しくなります。 

三木さんのご自宅は素敵でした。駅から徒歩 5

分のお宅の外観は都会的ですが、一歩中に入ると

全くの異空間です。 

たってのご夫婦のご希望で、以前の昔のお宅を

ビルの中に再現されたそうです。和風のお庭もビ

ルの中にあります。留学生の 3名も玄関口に飾っ

てある以前のお宅のミニチュアに興味津々。 

日本の古い文化を維持し続けるのは大変です、

磨かれた床や、綺麗に生けられたお花にも三木さ

んのご夫婦のご自宅への思いを感じました。 

欄間や床の間、掛け軸などの日本文化に触れる

ことが出来た彼らにも感じるものがあったと思い

ます。畳に敷いたお座布団に正座し、しかし三木

さんの堪能な英語で、ジェニー、デイビッド Jr、

エリックの 3 名は様々なお話を聞かせてもらって

いました。 

そして奥様の手料理を皆で堪能、奥様はお料理

もお上手で、色とりどり様々なお料理をいただき

ました。準備も大変だったと思いますが、温かい

笑顔でおもてなしをしていただきました。 

ここにもお客様をお迎えする日本の“おもてな

し”の素晴らしさも堪能です。留学生と共に委員

の私たちまでも一緒に楽しませていただきまし

た。 

彼らは流石に若い、そして吸収力があります。

日常会話をかなり覚え始め、｢お手洗いはどこです

か？｣｢もうしわけありません｣｢ありがとうござい

ます｣と満面の笑顔で日本語を話してくれます。 

三木さん、奥様、ありがとうございました。会

会場では、彼らの横には、英語、中国語を話せ

る人が座り、乾杯の後自己紹介をしました。3 人

にはなるべく日本語で接しました。JENNY と

ERIC は英語の話せる人たちに囲まれ、話も盛り

長、委員の皆様お疲れ様でした。この日の宴は、

お料理もおうちも、そして皆との時間も彼らの留

学生活の心に響くものとなったと確信していま

す。そして彼らの成長振りに、次回会えるのがと

ても楽しみです。 
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――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1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  2名   会 員 出 席  25名  

 外国ゲスト  3名    会 員 欠 席  4名 

<7 月 18 日の出席率 87.50％>  

Make up を含む 6/27 の出席率 92.86％ 

｢｢｢｢留学生留学生留学生留学生とおでんとおでんとおでんとおでん｣｣｣｣    

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 23日(水)交換留学生の 3人と夕食を大阪の

誇るおでんの名店｢花くじら｣歩店で頂きました！ 

台湾でもおでんは｢セブンイレブン｣で食べられ

・・・・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｣) 

・・・・8888 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        16161616：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

大手前整肢学園夏祭り 

   (大手前整肢学園) 

・・・・8888 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        18181818：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

短期交換留学生フェアウェルパーティー 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

変更予定あり 

・・・・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)) 

上がっていたようです。DAVID Jrは席を移動し、

多くの方と自分の方から話しかけ、わからない日

本語の意味を確認して、日本語のいろんな表現を

覚えているようでした。 

途中、木村会員のお嬢さんの真希さん家族が参

加してくださり、自己紹介の中で｢私たちも交換留

学生で知り合い、龍くんもはじめは日本語がなか

なか覚えられなかった｣と話してくれました。交換

留学が縁で結婚し、龍くんは大手前ロータリーク

ラブの会員さんの会社で働いていること、今回こ

の企画を通して、大手前 RC と台北百齢 RC との

交流の架け橋になるこの事業の大切さを感じまし

た。 

当日の待ち合わせでのアクシデント。約束の時

間より少し早く、待ち合わせ場所の淀屋橋ミズノ

前にて短期留学生の 3 人を待っていたところ、約

束の 17時半に DAVID Jr から電話があり、今、

梅田の地下にいるけどERICと JENNYがいない

とのこと。 

しかし、英語の聞き取り出来ず、何の用件かわ

からず、三木会員に取り次いでいただくこと

に･･･。3 人揃って待ち合わせ場所に｢ごめんなさ

い｣と現れたときにはホッとしました。大本幹事に

はいろいろな気配りをして頂き、帰りは 3 人をホ

テルまで送って頂きました。 

私事ですが、今月から友人の会社の中国語講座

に参加させていただくことになりました。語学習

得は難しいですが、次回台湾に伺う日に備えて、

頑張りたいと思います。 

るそうです。そうなれば何とか今回彼らに本物の

おでんを楽しんで頂きたい想いも一層深まりまし

た！ 

私は知りませんでしたが台北の名物の夜店でも

おでんはポピュラーのようです！幸い彼らもコン

ビニのおでんとの格の違いを五感で感じ取ってく

れているようでした！ 

三木国際奉仕委員長、そして中田会員ありがと

うございました！ 
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