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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    

本日、大阪天満橋RCから小寺会長、中島幹事の

お二人、新大阪RCからは10月18日に開催される

本年度IMのPRのため横山様、武市様両名をお迎

えしております。後ほど、小寺会長からはご挨拶

を、横山様、武市様からはIMの事業PRをしてい

ただきます。また、田中さんからは大蔭会員の代

理で卓話をしていただきます。みなさん、ようこ

そいらっしゃいました。 

さて、今週は台北百齢RCとの短換留学生事業2

週目、この界隈も天神祭りのお祭り気分であふれ、

賑やかで大変忙しい1週間でした。今週の週報にも

掲載されているように留学生たちも充実した留学

生活をエンジョイしています。国際奉仕委員会、

親睦活動委員会、その他ご協力いただいた会員の

皆さん有難うございました。 

前回に引き続き、先週出された最高裁の判決に

ついてお話しさせていただきます。NHK連続テレ

ビ小説｢花子とアン｣にも登場した白蓮事件と同様

のケースですが、法律上の夫婦の間に子が生まれ

たが父と血縁関係がない場合の法律関係について

です。前回お話しさせていただいた通り、最高裁

第1小法廷は、DNA型鑑定により血縁関係がない

と証明されたケースについても法律上の父子関係

を取り消すことができないと判断しました。民法

772条は｢妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推

定する。婚姻成立から200日以後で婚姻解消等か

ら300日以内の出生は婚姻期間中に妊娠したと推

定する｣と規定しています。いわゆる嫡出推定規定

といわれる条文ですが、この判決は科学的な鑑定

よりも、この規定を重視した判決と理解されてい

ます。裁判官の意見も割れて3対2で上記の結論に

なったもので裁判官の間でも激論が交わされた様

子が見て取れます。そもそもこの法律が制定され

たのは100年以上前のことで、当時の科学のレベ

ルでは父親にとっては自分の子と父子関係がある

かどうか永遠の謎という状況の中で、その時代に

子の法的関係を早期に確定させることが子の福祉

につながるとの理念で制定されたのがこの条文で

した。多数意見はこの理念を堅持し、例外となる

ケースをきわめて狭く解釈したのです。 

裁判のケースは幼い子が母親と血のつながった

本当の父親と同居中ということです。法律上推定を

受けた夫が、子に対し真実愛情を感じて訴訟を追行

していることも中にはあるでしょうが、男のメンツ

や自分を裏切った(元)妻に対するうらみをはらすこ

とが動機となっている場合も多いのではないでし

ょうか。本当に子を大事に思っているのであればこ

のような行動をとるであろうか、早くあきらめて子

供の幸福を祈るのが一度でも父親として子と接し

た男性がとるべき態度ではないかと思います。そう

いう意味で、子の福祉や利益からみると甚だ疑問が

残る判決であったように思います。 

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 8 月 1 日 第 1505 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 8888 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢夏は来ぬ夏は来ぬ夏は来ぬ夏は来ぬ｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢おかげさおかげさおかげさおかげさまで当社もまで当社もまで当社もまで当社も 60606060 周年を迎えました周年を迎えました周年を迎えました周年を迎えました｣｣｣｣    

    佐々木佐々木佐々木佐々木    宏会員宏会員宏会員宏会員    

･臨時総会･臨時総会･臨時総会･臨時総会    

･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」」」」    

･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    

｢｢｢｢我クラブの会員維持増強の秘策を求めて我クラブの会員維持増強の秘策を求めて我クラブの会員維持増強の秘策を求めて我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    磯部磯部磯部磯部    俶俶俶俶「「「「遥かな友に遥かな友に遥かな友に遥かな友に」」」」    

――――    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    



大阪天満橋 RC小寺一矢氏 

  ・・・本年度もどうぞよろしく。 

新大阪 RC武市直子氏、横山洋一郎氏 

  ・・・IM への多数の御出席をよろしくお

願い致します。 

長谷・・・天満橋 RC 会長、幹事様ようこそお

越し下さいました。新大阪 RC、IM

の PRありがとうございます。田中吉

子さん、卓話楽しみです。最高に暑

いと思ったら天神祭です。熱中症に

ご注意を。 

金髙・・・大阪天満橋 RC の小寺会長、中島幹

事、ようこそいらっしゃいました。

新大阪 RC の横山様、武市様、ご苦

労様です。 

木村・・・三木さん、お世話になりました。長

谷さん、娘がお世話になりました。 

松田・・・本日天神祭本宮です。午後は忙しい！！ 

大本・・・天満橋 RC 小寺会長、中島幹事様、

ようこそお越し下さいました。新大

阪 RC横山様、武市様、IMの PR御

苦労様です。三木国際委員長、中田

会員、お世話になりました！留学生

アテンドに御協力のみな様ありがと

うございます！ 

大蔭・・・健
○

築家 田中吉子サン｢食事のお話｣

ありがとうございます。 

佐々木・・天満橋 RC会長、幹事を歓迎して。 

曽我部・・朝槻さん、著書をいただき有難うご

ざいます。 

辻村・・・本日、天神祭です。帝国ホテル対岸

の 2隻の船がうちの船です。 

山本・・・今日は天神祭です。お船に乗り、花

火を楽しみます。 

――――    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  1名   会 員 出 席  22名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<7 月 25 日の出席率 77.42％> 
Make up を含む 7/4 の出席率 89.66％ 

・社会・社会・社会・社会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会    
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    

山本依津子会員がご自身のお店｢柑子家(福島

区)｣に留学生を招いて夕食会を催して下さる事に

なりました。時間は未定ですが、8月 5日(火)の開

催を考えております。多くの皆様と共に留学生を 

囲んで、楽しいひと時にできればと考えておりま

すので、7月 23日(水)までに出欠の回答をお願い

します。 

・・・・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    

短期留学生につきましては、大変多くの方にご

協力いただきましてありがとうございます。会長

はじめ各奉仕委員会の方々のご参加を得まして、

留学生の午後および週末の活動が充実してきまし

た。彼らはいつも帰るのが遅く少し疲れてきたよ

うです。また彼らはまだあまり飲酒の経験が無い

ようで親からも控えるように言われていますの

で、ご了解ください。 

お願いですが、一緒に食事等をしていただいた

場合は必ず写真をつけて原稿を書いてください。

最終的にアルバムを作って渡すつもりですのでよ

ろしくお願いします。8 月 8 日はフェアウェルパ

ーティーを予定していますので、ご家族と一緒に

参加お願いします。 

・会費納入 7 月 25 日が振込期限となっておりま

す。未だお済みで無い会員の方数名おられます。

期日迄のお振込お願いします。 

・配布物 4点あります。 

1． 今年度の IM 第 6 組のインターシティミーテ

ィング 10 月 18 日(土)のパンフレット。会場

はグランフロント大阪です。後ほど新大阪ロ

ータリー様より告知して頂きます。 

2．先日 7月 19日の合同地区委員会の活動計画書 

3．2013-2014年度の地区大会の記録書 

4．大手前整肢学園盆踊り大会の案内。日時 8月 8

日出欠返事 8月 1日です。 

・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。 

・事務局の夏季休暇は 8 月 13、14、15 日です。

15 日金曜日はメーキャップデスクも出ません

ので皆様お間違え無いようお願いします。 

・2014 年度大輪ゴルフは 10 月 22 日水開催。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。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――     

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44442222,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥222262626262,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

8888 月月月月 8888 日の例日の例日の例日の例会場会場会場会場    

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｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    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    ――――    

日 時：2014年 7月 25日(金) 

審議議案： 

1．青少年奉仕委員会より別紙の通り、ニコニコキ

ャンプに児童 1名参加を追加する旨、承認。 

2．国際奉仕委員会より短期交換留学生のフェアウ

ェルパーティー場所を帝国ホテルフライング

トマトカフェから大阪倶楽部に変更する旨、承

認。 



・・・・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 

   (大阪倶楽部) 

・・・・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)) 

｢｢｢｢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 

((((大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝会員紹介政勝会員紹介政勝会員紹介政勝会員紹介))))    

がん・脳卒中・心臓病は三

大生活習慣病ともいわれ、日

本人の死因の 60％を占めて

います。そしてそれらの原因

になるのが、肥満・高血圧・

高脂血・糖尿病です。生活習

慣病は、長年の生活習慣によ

・ひらがな食・ひらがな食・ひらがな食・ひらがな食－－－－洋食より和食。 

まままま    まめ・大豆製品 

ごごごご ごま・種実類 

はははは わかめ・海藻 

やややや やさい 

ささささ さかな 

しししし しいたけ・きのこ 

いいいい いも 

ここここ こめ 

をしっかり食べて、食物繊維をとりましょう。 

・植物・植物・植物・植物((((野菜・果物野菜・果物野菜・果物野菜・果物))))が主、動物が主、動物が主、動物が主、動物((((魚・肉魚・肉魚・肉魚・肉))))は脇役は脇役は脇役は脇役－果

物は、食べ過ぎず、肉より魚です。 

・和食中心で腸の善玉菌を増やす・和食中心で腸の善玉菌を増やす・和食中心で腸の善玉菌を増やす・和食中心で腸の善玉菌を増やす－和食には、発

酵食品がたくさんあります。糠漬けは、善玉菌を

増やす乳酸菌の宝庫です。 

・食べない時間をつくる・食べない時間をつくる・食べない時間をつくる・食べない時間をつくる－食べないことで、細胞

が活性化されます。 

    病気は生命の法則から外れたことを知らせるサ病気は生命の法則から外れたことを知らせるサ病気は生命の法則から外れたことを知らせるサ病気は生命の法則から外れたことを知らせるサ

インインインインです。闘病より、自分の生活(生き方)を見直

すことからはじめませんか？食の情報はさまざま

ありますが、自分に合った食べ方を見つけましょ

う。一人ひとりの体の状況が違うので、まず試し

てみて三ヶ月続けてみて、自分の体がどう変わっ

たか実感してみましょう。最高の健康法は、自分

の体の声を聴くことです。そして、食事とデトッ

クスで、自然免疫力を高めましょう。メンタル心

の持ち方も大切です。笑いを忘れずに！！ 

 以上のことは、私が、3年前に乳がんの診断を受

け、手術をせずに改めて食べることに向き合う選

択をして得た内容です。皆様のお役に立てれば幸

いです。 

って作られた病気で、皮膚炎・花粉症・歯周病な

ども含まれます。 

 これらの病気は、本来の体の機能のバランスが

崩れて起こっているので、症状が現れている部分

だけに目を向けても改善されず、生活習慣を見直

し、体全体をトータルに見なければ治りません。 

 巷には、健康情報があふれていますが、｢なぜ健

康になりたいのか？｣をあらためて、問い直してみ

る必要があります。｢健康｣は人生の目的ではなく、

目的を達成するための手段なのです。 

 “You are what you eat” 

(あなたが食べているものが、あなた自身である。)

という言葉があります。呼吸によって取り入れた

酸素と食事から腸にとりいれた栄養素が、全身を

巡り活動エネルギーになります。 

 食べ物(食べ方)を変えると体は変わります。  

 

 

 

 

 

三ヶ月で、血球どうしが離れ、動きがスムーズに

なりました。 

 何を食べれば良いのか？の前に、｢食べ方｣に目

をむけましょう。まずは、量です。さまざまの病

気の原因は、食べすぎです。品の山の病が癌です。

次に良く噛んで食べましょう。一口 50回。食べ

過ぎを押さえられます。食べたものの結果を知り

ましょう。体からのお便り(量・形・硬さ・色・臭

い)が、腸の健康のバロメーターになります。ゆっ

たりとした深い呼吸で、リラックスして、体から

の声を聴きましょう。そして、笑顔で感謝して食

べましょう。 

 いよいよ｢何を食べれば良いのか？何を食べれば良いのか？何を食べれば良いのか？何を食べれば良いのか？｣｣｣｣です。腸能

力を活性化させる食べ方です。 

・一物全体食一物全体食一物全体食一物全体食－生命あるものを丸ごと食べます。

粉より粒、白米より玄米です。 

・身土不二身土不二身土不二身土不二－自分が過ごす環境にあるもので、旬

のものです。 

 

 

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

――――    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    ――――    



｢｢｢｢USJUSJUSJUSJ 訪問記訪問記訪問記訪問記｣｣｣｣    
金髙金髙金髙金髙    紗奈紗奈紗奈紗奈さんさんさんさん    

私は、台湾からの留学生のお兄さん、お姉さんと一

緒に、7月24日午後3時からUSJに行ってきました

♪夏休み中ということもあり、混んでいるかと心配し

ましたが、思っていたほどでもなく良かったです。初

めに、ハリーポッターに行こうとしたのですが、入場

できるのが 3時 40分からと知り、計画を変更してす

ぐ隣にある JAWS に乗りました。JAWS のアナウン

スをしているスタッフの人を見て、留学生は｢彼女は

とてもファニーだね。｣と言っておもしろがっていま

した。その後、JAWSで写真撮影をした時、撮影して

くれたスタッフの人がとても明るかったので、ジェニ

ーさんが、｢ここの人たちはみんなおもしろいね。｣と

言っていました(もちろん英語で！)。 

次に念願のハリーポッターでしたが、アトラクショ

ンが修理中だった為、写真撮影とエリア散策だけし

て、一旦、無念の退場をしました。ハリーポッターエ

リアを後にして、スペースファンタジーザライドとス

パイダーマンを、FastPass を使って乗りました。デ

イビッド君とエリック君は、スペースファンタジーザ

ライドをとても気に入ったらしく、乗っている間も降

りた後も、はしゃいでいました。 

5 時ごろ、ハリーポッターが直ったので戻ってみる

と、アトラクションは200分待ち！でもFastPassを

使って私たちは１時間待ちで乗れました。待っていた

1 時間も、中の建物や備品などが映画とそっくりその

ままだったので、留学生はすごく興奮し、あっという

間に過ぎました。 

その後も、主なアトラクションに全て乗り、全部で

7 つ乗ることができました。お土産物のお店では、値

段の高さに驚きながらも、ハリーポッターのグッズに

とても感激している様子でした。夜のパレードまでき

っちり見て、私たちがUSJを出たのは夜の 9時すぎ

でした。ちなみに父がゲートの前まで迎えに来ていて

カメラマンをしました。 

私は、普段、絶対に出来ない経験だったので、嬉し

い反面とても緊張していました。でも、留学生のお兄

さんお姉さんは本当に優しく、私にとって、すごく楽

しい想い出となりました。 

最後に、チケットを手配して頂いた松浦さん、大変

ありがとうございました。 

◆DAVID Jr.の感想 

先週の木曜日、私たち留学生と紗奈さんは一緒

に USJへ行きました。たいてい三時から九時ごろ

まで。USJにはたくさんの乗り物やいろいろなシ

ョップなどがあります。そして、ハリー·ポッター

のエリアは立派で、面白いです。 

私たち留学生の日本語あまり上手ではなかった

ですが、たいへん面白かったです。本当に楽しい

ひと時でした。 

松浦さんが購入の USJ のチケットにどうもあり

がとうございました。そして、紗奈さんが私たち

に同行にどうもありがとうございました 

◆JENNYの感想 

 USJへの訪問は大変素晴らしく楽しかった。私

たち 3人は楽しんだが、特に待ち望んでいた“ハ

リーポッターのローラーコースター”に乗れて最

高だった。金髙さんと松浦さんのご配慮に感謝し

ます。特に松浦さん、取りにくい切符を取ってい

ただき感激です、また金髙さんが USJまで来てい

ただき夕食をいただきました。本当に 3人のため

にいろいろしていただき心から感謝しています。 

◆ELICの感想 

先週金曜日我々3 人は、USJ に行きました。朝

は 12時まで YMCAで勉強し、昼食後に金髙さん

と娘の紗奈さんに会いました。紗奈さんがその後

ずっと一緒にUSJに連れて行ってくれた。3時の

入場までアニメショップ寄り、時間をつぶした。 

まずハリーポッターの不思議な世界に行った

が、3：45 以後の入場だったのでアミティビレッ

ジに行った。面白かった。目前の調教師は暑さに

もかかわらず大奮闘でサメをうまく操っていた。 

ハリーポッターのところへ帰り、ホグワーツの

城には長い列があったが 40 分で入れた。入った

かいがあり中は大変興味を引いた。ハリーポッタ

ーの本は全部読んだし映画もみんな見た。その中

のシーンが城に現れ、興奮した。色んなシーンが

現れ楽しんだ。 

休憩をして、夕食をしました。また動き出しパ

レードを見ました。すばらしい世界に連れてって

くれた。その後スパイダーマン・ライドに行った。

３D 画面のライドで素晴らしかった。さらにジュ

ラシックパークに行った。これに乗った人はみん

な濡れていたが私たちは席がよかったので濡れな

かった。もう時間も 8 時になっていたので最後に

ハリウッドドリームに乗った。僕はこのハリウッ

ドドリームが一番気にいた。怖いし面白いし長い

から。 

USJは本当に面白い。でも一番よかったのは紗

奈さんが素晴らしいからだ。辛抱強いし親切なの

で、彼女のお蔭で楽しく過ごせた。是非、次回は

彼女に台北に来てもらって恩返しをしたい。そし

て大阪大手前ロータリーの皆様お蔭様で楽しい訪

問ができましたことを感謝しています。 

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



｢｢｢｢西天満「えん座」食事会西天満「えん座」食事会西天満「えん座」食事会西天満「えん座」食事会｣｣｣｣    
親睦親睦親睦親睦活動委員活動委員活動委員活動委員    中野中野中野中野    裕司裕司裕司裕司    

先週26日(土)18時30分よりDAVID Jr、ERIC、

JENNYと松浦委員長夫妻、金髙会長、曽我部会

員、中野の 8名で西天満｢えん座｣にて楽しい時間

を過ごしました。 

土曜日にもかかわらずお店は満席で次から次へ

と美味しい串料理が運ばれてきましたが、食欲旺

盛なメンバーにより見る間に無くなりました。途

中で 1 度だけ ERIC がトマトを見て｢これだけは

ダメ｣としり込みすると前に座っていた曽我部会

員がすかさず｢僕もトマトはダメなんや｣と相槌を

打ってみんなでびっくり、後で確認すると二人と

もケチャップは OKだそうです。 

〆の鶏そぼろ御飯が出てくるとこれとよく似た

｢｢｢｢天神祭り天神祭り天神祭り天神祭り｣｣｣｣    
金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    

7月 25日は天神祭りの本宮、当日、留学生たち

は陸渡御、船渡御、奉納花火と大阪の夏の一大イ

ベントを楽しんでくれました。 

当日は午後 4 時半から老松通りを練り歩く陸渡

御の行列を私の事務所の前から観覧しました。行

列の中に武者に扮した中林会員を見つけ、留学生

たちが勇壮な姿に感動していました。当日は 36

度を超す酷暑の中、熱中症を避けるために私の事

務所に一時避難し、冷たいものを飲んでから通り

に戻り、再び神輿や馬に乗った武者や牛車の行列

を見学しました。 

午後 6時、場所をわが家に移し早速、ジェニー

さんはわが家の娘たちと一緒に浴衣に着替え(残

念ながら、男物の浴衣は私の分も含め見つかりま

せんでした)、いよいよ大川を航行する船渡御の観

覧です。 

そして夕やみ迫る 7時半ころから奉納花火が打

ち上げられ、大阪の夜空を彩りました。留学生 3

名は何故か鱧ではなく中華料理メインの妻の手料

理で久しぶりの故郷の味を堪能してくれたようで

す。日本の若者たちと一緒に過ごした天神祭りの

想い出が 3名の留学生たちの心に残ってくれたら

幸いです。 

｢｢｢｢大阪ミナミでもんじゃ焼きと道具屋筋大阪ミナミでもんじゃ焼きと道具屋筋大阪ミナミでもんじゃ焼きと道具屋筋大阪ミナミでもんじゃ焼きと道具屋筋｣｣｣｣    
竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿 

7月 29日(火)16時に淀屋橋のミズノ前で、待ち

合わせ。今回は、中林会長エレクトと中田会員と

私の 3 名で大阪ミナミを案内。3 人がバラバラに

集合場所へジェニーは暑かったので、ミズノで涼

んで待っていたらしい。 

地下鉄に乗り、難波まで。道頓堀沿いの｢ドン・

キホーテ｣で自由行動することに。難波の特別なお

土産と聞かれ、何も答えられませんでしたが 6 フ

ロアを各々に見物。そこで中田会員が合流。デイ

ビッド Jr.は下駄が気になった様でお土産に、ジェ

ニーはお菓子が好きなようで何個かチョイス、エ

リックは音楽とスポーツが好きなようで、バスケ

ットウェアがお気に入りだった様です。 

その後、道具屋筋に向かって、食品サンプルの

お店などを見物してからお腹が空いてきたので

｢もんじゃ焼き/百十さん｣へ、しかしあいにくの定

休日。急遽、焼肉屋に変更。3 人ともお腹が空い

ていたので、美味しく食べていました。時間が少

しあったので、運動不足解消も兼ねてボウリング

ご飯が台湾にも有りますとパクついていました

(たぶん魯肉飯、でも一番のお気に入りは吉野家と

のこと)。 

3 人其々外国語、化学、コンピューターを勉強

中で将来海外でも勉強したいと目を輝かせながら

喋っていました。 

最後に会長の挨拶がありあっという間の 2 時間

半でした。 

解散時に体調は？と声をかけると前日の天神祭

をはじめ連日スケジュールがびっしりでちょっと

ぐったりしているように見受けられましたが翌日

の日曜日にゆっくりするので大丈夫とのことでし

た。 

場へ。3人ともあまり得意で

は無いようですが、とても

楽しんでいたと思います。

そして、お開きとなりまし

た。帰路につきました。｢ま

た会いましょう｣と約束し

て別れました。 

 ――――    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    ――――    

――――    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    ――――    



社会奉仕委員社会奉仕委員社会奉仕委員社会奉仕委員    中野中野中野中野    裕司裕司裕司裕司    
先日、東北へ出張の機会があり石巻 Be Oneに

訪問し Chad さん達に会って来ました。訪問時間

が夕方の 5時前だったので、ちょうど子供達が学

校の帰りにクライミングウォールで遊んでいまし

た。当クラブから寄贈した玄関が大活躍しており

ますと改めて感謝の言葉を頂きました。 

翌日、福島市にも寄りましたが、福島では今も

正午の時報前に各市町村の放射線量の数字がラジ

オで放送されていて、こちらでは体験出来ない厳

しい現実の一端を感じる事が出来ました。帰りに

道の駅で購入した桃が大変美味しかったです。皆

様、福島県産の農産物を見かけたら是非とも購入

いたしましょう。 

確かに変更されていました。広報委員長失格です

ね。続いてロータリーの実績ではポリオ撲滅運動

です、との紹介があり 1985 年には 125 か国で見

られたポリオは 2012 年には 3 か国に減っていま

す。ロータリーが出資をし、ワクチンを開発し(ロ

ータリアン)ポリオプラス活動の口火を切るため

に開発者のセービン博士自らが最初の一滴(経口

ワクチン)を飲み下しました。この年 1985 年より

18年で、ポリオの発症がみられる国はアフガニス

タン、ナイジェリア、パキスタンの 3 か国に減少

したのです。内戦が続いている国もありますが、

ポリオのワクチンを輸送するキャラバンがその地

域を通過しようとすると、その通過が終わるまで

戦闘が止まると伝え聞いています。 

 今年は RI からロータリーデーの実施を言われ

ています。その集大成として 2015 年 5 月 5 日に

中之島公会堂で｢LIGHT UP OSAKA｣を統一テー

マにして実施する地区メモリアルイベントがあり

ます。既に『ロータリーフェスティバル実行委員

会』が立ち上がっています。この会議の最後にバ

ズセッションがあり、1クラブ活性化のために、2

地区委員会にしてほしいこと、3ロータリーデー、

の題目が与えられ IM の各組で討議されました。

テーマの範囲が広く予備知識もなく短時間では結

論を導き出すのは無理で、私たち 6組は 1のクラ

ブ活性化については・楽しくすることに尽きる。2

の地区委員会にしてほしいことには、組織的な報

道機関への関連付け(官公庁の記者室等)や地区に

ロータリーのシンボルを作る、などがありました。

最後のロータリーデーは誰からも意見はなく、む

しろリスク回避など後ろ向きの意見がありまし

た。そして暑い暑い 1日が終わりました。 

広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    
午前中の猛暑の継続で、昼休みに 1階のホール

に降りると涼しいのに 6階に戻るとまた熱い会議

が待っていました。 

 広報で今年はロータリーのロゴが変更されてい

るとの話がありました。今朝慌てて週報を見ると

米山奨学委員長米山奨学委員長米山奨学委員長米山奨学委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    
外は 37 度を超える炎天下、ホールのエアコン

は全力運転でしたが館内は扇子がはためき高い位

置に置かれた扇風機がたくさん回る中で、キチン

とネクタイを締められた泉ガバナー(午後もその

ままでした)のもと委員長会議が行われました。 

 今年は受け入れ希望しても奨学生の受け入れが

できなかったクラブが多くあったようで(我が大

手前 RCもそのひとつです)不満が出ていました。 

 今年は奨学生の新規が 25名、継続が 12名とい

うことで合計 37 名になっています。一人当たり

の金額を減らして人数を確保するのは、本来の趣

旨に反するのでこのような結果となっていること

への了解を求める副理事長近藤パストガバナーの

お願いもありました。その他に色々とありました

が、10月の『米山月刊卓話』の内容として残して

おきたいと思います。 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

 

 

 

 

 

――――    東北報告東北報告東北報告東北報告    ――――    

――――    第第第第 1111 回回回回広報委員広報委員広報委員広報委員長長長長会議会議会議会議報告報告報告報告    ――――    

――――    クラブクラブクラブクラブ米山奨学委員長会議米山奨学委員長会議米山奨学委員長会議米山奨学委員長会議報告報告報告報告    ――――    

松田 喜則（11日）西尾 昌也（12日） 

小林アツ子（14日）佐々木 宏（17日） 

中野 裕司（28日）小林アツ子（14日） 

瀬尾 公一（10日） 

岡本 雄介 (株)岡本工務店     （1907） 

佐々木 宏 (株)ハクゾウメディカル （1953） 

久保友志郎 EST GROUP(株)     （1988） 

中村 匡克 中村会計事務所     （1994） 

・1ヶ年皆出席表彰 

山本 依津子 

・7ヶ年皆出席表彰 

辻村 和弘 


