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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、大阪東 RC から中許忠和様と今月 3日に

フィンランドに向けて出発される青年交換留学生

の坂田成美さんとお母様をお迎えしております。

みなさん、ようこそいらっしゃいました。後ほど、

坂田さんにはご挨拶をしていただきますが、気を

付けて行ってきてください。 

一昨日、当クラブのチャーターメンバーである

髙折忠太名誉会員が逝去されました。第 1 週の例

会後にご自宅に挨拶に伺った際や 2週目の例会に

出席された際にはお元気なご様子でしたのでとて

も信じられない気持ちです。昨晩営まれたお通夜

には多くの仲間とともに参列し、お別れをしてま

いりましたが、生涯現役の医師として過ごされた

髙折先生のロータリアンとしての多大な功績に敬

意を表するとともに先生のご冥福をお祈りいたし

ます。 

さて、今週は台北百齢 RC との短期交換留学生

事業 3週目、週報に掲載されている通り留学生た

ちも充実した留学生活をエンジョイしています。

協力いただいた会員の皆さん有難うございまし

た。残すところ 1 週間ですので彼らの留学生活が

実り多きものとなるよう一層の協力をお願い致し

ます。 

なお、本日予定しておりました鹿野浩一会員の

入会式はお母様の緊急手術と重なったため来週に

させていただきます。 

1．配布物 2点あります。 

・来週の 9月度定例理事会案内。 

・今年度地区大会リーフレット。 

12月 5日シェラトン都ホテル大阪 

6日フェスティバルホール 

2．地区より若手ロータリアン研修セミナー 懇親

会開催のお知らせ。 

8月 12日火曜日 

会場 心斎橋 大成閣。 

対象 55歳以下ロータリアン。 

3．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。 

――――    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    ――――    
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2014 年 8 月 8 日 第 1506 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◎次◎次◎次々々々々週週週週((((8888 月月月月 22222222 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 22222222 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｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

･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    

｢｢｢｢おかげさまで当社もおかげさまで当社もおかげさまで当社もおかげさまで当社も 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「「「「愛につつまれて愛につつまれて愛につつまれて愛につつまれて」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢めだかの学校めだかの学校めだかの学校めだかの学校｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢我我我我が人生が人生が人生が人生｣｣｣｣    

大大大大本本本本    達也会員達也会員達也会員達也会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    スタンレーマイヤーズスタンレーマイヤーズスタンレーマイヤーズスタンレーマイヤーズ「「「「カヴァティナカヴァティナカヴァティナカヴァティナ」」」」    

――――    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    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

日 時：2014年 8月 1日(金) 

審議議案： 

1．新会員鹿野浩一氏の委員会所属に関してクラブ

奉仕部門は｢親睦活動委員会｣、奉仕部門は｢社

会奉仕委員会｣とする旨、承認。 

2．別紙の通り新入会員歓迎会を開催する旨、承認。 



朝槻・・・貴重な貴重なお人柄、髙折先生！！

ご冥福をお祈りいたします。 

長谷・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。大蔭さま、卓話楽しみです。

坂田さま、よくおいで下さいました。

ごゆっくりとお楽しみ下さい。 

犬伏・・・髙折ドクターの御逝去を悼んで。 

金髙・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。坂田さん、気をつけて行って

来て下さい。 

木村・・・髙折先生、新しい旅立ちを！ 

北村・・・髙折先生の入会面接に感謝して。 

小林・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

河野・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

松葉・・・髙折先生の御冥福を祈ります。 

三木・・・名誉会員髙折先生のご冥福をお祈り

します。 

中林・・・髙折先生のご冥福をお祈りします。 

・クラブ・クラブ・クラブ・クラブ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    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

下記の通り新入会員歓迎会を開催いたします。

案内は後日 FAXにてお送りいたします。たくさん

の方のご参加をお待ちしております。 

日時：平成 26年 9月 1日(月) 18：00～ 

場所：帝国ホテル 23階ジャスミンガーデン 

会費：8,000円 

・・・・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    

8月 8日(金)16:00から大手前整肢学園にて盆踊

り大会が行われ、当クラブから｢ボランティア保

険｣｢園児達の飲み物代｣を寄贈すると共に、屋台で

かき氷を販売します。お時間の許す方は、是非、

お越し下さい。    
・・・・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    
留学生の滞在も後、一週間余りとなりました。

多くの方のご協力ありがとうございます。帰国の

日時が決まりましたので、お知らせします。8月 9

日フライト KIX13：10 台北行き。サンプラザ臨

界での PICK UPは 9：30です。関空にはおよそ

11：00ごろ到着です。PICK UPとお見送りよろ

しくお願いします。 

FAREWELL PARTYを大阪倶楽部で 8月 8日

の金曜日 18：00よりします。会費 6,500円です。

大勢の参加で賑やかにやりましょう。パイリンか

らのロータリアンの訪問はいまのところ通知があ

りません。 

・・・・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)) 

中村(不)・髙折先生、ご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

中野・・・髙折先生の御冥福をお祈り申し上げ

ます。 

西尾・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

岡田・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

岡本・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

大蔭・・・髙折先生、本当にありがとうござい

ました。母校岩国高校が甲子園出場

決まりました。 

大本・・・髙折名誉会員のご冥福をお祈りして。

坂田成美さん、お母様ようこそ！大

蔭会員、卓話よろしくお願いします。 

関・・・・ロンドンから一時帰国しました。大

阪は暑いです。 

多田・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

辻村・・・髙折会員のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

山本・・・髙折先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥80808080,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥343434342222,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    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    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

8888 月月月月 8888 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
帆立とカニのスープ帆立とカニのスープ帆立とカニのスープ帆立とカニのスープ    

国産国産国産国産イチボ肉の煮込みイチボ肉の煮込みイチボ肉の煮込みイチボ肉の煮込み    フランドル風フランドル風フランドル風フランドル風    

サラダサラダサラダサラダ    

バニラのクレームグラッセバニラのクレームグラッセバニラのクレームグラッセバニラのクレームグラッセ    

パッションフルーツとマンゴーのソースと共にパッションフルーツとマンゴーのソースと共にパッションフルーツとマンゴーのソースと共にパッションフルーツとマンゴーのソースと共に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



｢｢｢｢三人の留学生とお食事会三人の留学生とお食事会三人の留学生とお食事会三人の留学生とお食事会｣｣｣｣    
国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝    

7月 30日 5：30に淀屋橋ミズノビルの前で待ち

合わせし、大坂城を車から見学し、我が家にお連

れしました。 

我が家では、昨年、交換留学生でお世話になっ

た甥っ子の末弘瞭人と妻と待ち合わせ。軽くウェ

ルカムドリンクを飲みながら、自己紹介などをし、

6人でお食事に出かけました。 

食事は、｢お寿司や和食が食べたい。｣との希望で、

近くの｢吾作どん｣に行きました。お酒は少々でした

が、さすが若者、食欲オオセイの 4人でした。 

末弘君の台北でお世話になった話や、各自の将

来の夢や目標を聞きながら話が盛り上がり、気が

付けば 9時をまわっておりました。 

もう一度我が家で TOTO さんにいただいたコ

ーヒーを飲み、ホテルまでお送りいたしました。

留学生の三人がとても仲が良いことと、日本語を

習得したいという前向きな姿勢とが印象的でし

た。ほんとに楽しいお食事会ができました。 

会員増強委員会担当卓話会員増強委員会担当卓話会員増強委員会担当卓話会員増強委員会担当卓話    
｢｢｢｢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｣｣｣｣    

会員増強担当委員長会員増強担当委員長会員増強担当委員長会員増強担当委員長    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝    
地区会員増強セミナー講演 

パストガバナー高島凱夫様より 

１．なぜ会員増強・会員維持か？  

『ロータリーの目的の本質は、個人による奉仕

の理想の実践を受諾することにある。 

この責任には、他の人とロータリーを分かち合

い、適格者を会員に推薦することによってロー

タリーの拡大に助力するという義務も含まれて

いることを、個々のロータリアンは認識すべき

である。』 

２．2003～13年までに会員数が最も減少した国と地域 

世界の会員の増減とその原因 

*大阪大手前 RC2001～2014年 59～35名－41％ 

３．RIの戦略計画 

クラブサポート強化 

・人道的奉仕 

・公共イメージの向上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．その中核 

５．世界の女性会員の割合 17％ 

大阪大手前 RC14.3％ 

６．SAKUJI作戦 

７．地区の増強プログラム 

８．会員増強に｢奇策・秘策｣は無し 

*親睦・奉仕活動：心豊かなロータリーライフの中

にあります！ 

*私達自身の後ろ姿の中にあります！ 

≪本年度の会員増強活動の確認≫ 

目標とする増強数値は10％UP｢輝く3名｣『品格の

ある一人』とします。担当委員会としてはその課

題を会員の皆さん一人一人にお願いし徹底してい

きます。 

1．理事会メンバーはもちろんですが、新入会員の

皆様にお願いして、それぞれの立場から増強の

先頭に立って頂きます。 

2．職業分類の欠落している分野、当クラブとして

強化していきたい分野を選んで、会員候補者を

さがしていきます。御子息。 

3．きたるべき 40周年にむけて、女性会員のため

の環境の再充実を図っていきます。 

4．8月の会員増強月間を活用して輝く 3名を探し

ます。≪松田喜則さん，鹿野浩一さん，アト 1

人≫ 

5．入会の候補者であるビジター登録費は、委員会

予算で賄うこととします。 

6．会員の皆さんから増強のための知恵やアイデア

を頂き、着実に結果を出していきたいと思いま

す。 

7．退会者の出ないよう、「楽しいロータリー」に

していきます。 

8．公共イメージの向上のためホームページの充実

必須です。 

≪会員増強アンケート一昨年の集計資料の説明≫ 

(中略) 

本年度のアンケートは全員にお願いいたします。 

大阪大手前ＲＣ会員増強は 

輝けるアト１人を！ 

ロータリアンにふさわしい品格者を 

ご推薦ください。 

故髙折忠太名誉会員の精神を継承できるよう皆さん

で頑張っていきましょう。 

 

 

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

――――    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    ――――    



｢｢｢｢京セラドームでの野球観戦京セラドームでの野球観戦京セラドームでの野球観戦京セラドームでの野球観戦｣｣｣｣    
佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

 毎回甲子園に高校野球を見に連れて行ってやる

のですが、今年は少し早く留学生の来日との事。

そこでこちらも暑さを回避して今年はドームと決

めました。 

 河野会員の引率のもと元会員の山本博史氏を呼

んで彼の解説のもと 31 日 6 時より始球式から観

戦しました。残念ながら投手戦で派手さはなく 7

回の風船飛ばしに参加してドームを後にしまし

た。後から翌日の新聞を手渡そうと思っています。 

いつも行きつけのマグロ料理の店で暴れくいの

予定でしたが、一人どうしても魚が苦手との事でサ

ーモンとチキンで辛抱しもらい、後の私を含め 5

人は満足して河野会員の車で宿舎に戻りました。 

台湾でもポピュラーになりつつある野球ですが

彼らにとっても良くルールはわかっているようで

す。応援席の横でしたので日本のフアンの応援の

様子も理解できたのではと思っています。 

｢｢｢｢交換留学生日記交換留学生日記交換留学生日記交換留学生日記｣｣｣｣    
多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

8 月 3 日は彼らとの約束通り 7：30 に迎えに

行きました。道路から電話したら『今部屋にいま

す、下に降ります』で降りてきて乗車、｢朝食は？｣

に｢No｣、すぐ近くにコンビニでサンドイッチとお

茶を仕入れて『今から Running break fast』で出

発しました。｢最初の目的地は 生野銀山、次は水

力発電所、ここから約 150km｣と地図で示して一

路高速道路をひた走ります。一度の休憩で 10 時

前に着きました。 

入口は森閑として誰もいません。おじさんが一

人やってきて切符売り場にあるベルをたたきまし

た。奥のほうからおばさんが来て 4人分の切符を

買って中に向かいます。 

坑道から流れ出る冷気が外の熱い湿った空気と

反応して、地上 1m ぐらいで霧が漂っている神秘

的な雰囲気の中でトンネルに入りました。中に入

ると気温は急激に下がりジェニーは持参の長袖を

羽織りました。人が這ってやっと通り抜けできる

程度の坑道(狸掘りと呼ばれていたそうです)から

レールを敷いて車に積んで鉱石を運ぶ近代の掘削

まで、ダイナマイトの爆破経験もしながら見学し

ました。 

途中で『太閤水』と表示してある湧水があり｢飲

まないでください｣の文字を見ながら飲んでみる

と土臭いまずい水で(本当にこんな水を豊臣秀吉

に飲ませたのかな？これで点てたお茶を美味しい

と飲んだ秀吉の味覚を疑いました)450 年の間に

水質が変わっていることを願う事頻りでした。 

2 時間弱で坑内から外の露天掘りの跡や史跡館な

ども見て次に向かいます。昼頃に水車が回っている

『コットン亭』なる地元の食堂で水車の仕組みを見

ながら昼食、とんかつ定食とサラダバーを平らげ発

電所に向かう前の支払の時に、『前には合鴨の定食

を食べたのですが・・。』と言うと『合鴨は冬です、

今はウナギ』(しまった、地元のウナギが食べられた

のに)ちょっと悔しかった思いでした。 

発電所は昨年尼崎学園の子供たちも見学したと

ころです。揚水発電の仕組みと地下深くにある発

電設備に驚いているようでしたが、見学は地下 1

階のみ、昨年見せてもらった地下 2～3 階は見せ

てもらえずちょっと不満でした。見学のシャトル

バスも去年に比べると 3分の 1ぐらいしか走って

おらず、サービスの低下を感じました。 

大阪に戻って関西電力に問い合わせたところ、

原発が止まった今停電を回避するのが至上です、

予算の削減もあり何とか辛抱してください。こん

なところにもシワ寄せが来ていました。 

最後に上部ダムに上がり、雨の中を展望台に上

るとジェニーが、｢こんなきれいなところにどうし

て人が来ないのですか？｣｢みんな知らないのです

よ｣｢？？？｣帰りに湖のそばをゆっくりと走って

いるとメスの小鹿がじっとこちらを見ていまし

た。山裾で車を止め笹の葉とミツマタを切りまし

た。笹船が可愛いと大満足で帰ってきました。 

 ――――    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    ――――    



宴もたけなわ、美味しい、美味しいと和の創作

料理を楽しんでいただき、締めのタイ飯が非常に

好評でした。竹森会員の前座でカラオケがスター

ト、次々得意な歌を披露。最後に流行りの、レッ

ト、イット、ゴーを全員が合唱。和気藹々で、気

がつけば 10時、まだまだ続けたそうな、3人でし

たが、そろそろお開きとしました。 

松浦会員、よし子さんの閉めの挨拶で、真夏の

夜の宴会は無事終了いたしました。良い思い出と

なれば嬉しいです。金曜日のフェアウェルパーテ

ィーで会いましょうと、別れを惜しみました。 

木村ファミリー、場を盛り上げていただき有難

うございました。感謝。 

――――    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    ――――    

｢｢｢｢福島福島福島福島    柑子家での食事会柑子家での食事会柑子家での食事会柑子家での食事会｣｣｣｣    
    山本山本山本山本    依津子依津子依津子依津子    

昨日、8月 5日(火曜日)、うだるような日中の暑

さも、そろそろ、影を落とし始めた、午後 6時半

竹森敏麿会員が、サンプラザまでお迎え、定刻、

柑子家に 3人の勇士が到着。心なしか、少したく

ましくなっているように思えた。 

参加者は、当会員 5 人、台北百齢ロータリー1

名、ゲスト 5名そして留学生 3人。  

松浦会員の乾杯の音頭で、賑やかに食事が始ま

った。青年たち(木村マキちゃん、竜君も交え)が

かたまり、台北語、英語、日本語が飛び交う中、

それぞれが必至でおしゃべり、熱い空気と熱気で

いっぱい。留学生 3人に、滞在中一番印象に残っ

たところをインタビュー。 

まず、エリック＝奈良の鹿が、とっても可愛か

った。デイビット junior＝京都の文化、そしてUSJ

のジェットコースター。ジェニー＝神戸のハーバ

ーランド、京都の銀閣寺。 

それぞれ、必至で答えていただきました。そう

こうしている中、我々の知っている 2 人が飛び入

り参加。ますます騒動しくなってきました。 

｢｢｢｢留学生達と馬肉＆カラオケ！留学生達と馬肉＆カラオケ！留学生達と馬肉＆カラオケ！留学生達と馬肉＆カラオケ！｣｣｣｣    
大本大本大本大本    達也達也達也達也 

8 月 4 日福島区のけとばしやチャンピョンで三

人の学生達に馬肉料理を体験して頂きました！馬

肉を食べる文化は台湾には無いようです。2 年前

の留学生達には結構好評だったので今回も彼らは

喜んでくれると思ってたのですが、馬刺しとユッ

ケはチョット苦手だったかもしれません。焼き肉

は食べてくれたのですが。結構難しいですね！ 

その後瀬尾さんの提案でカラオケに行く事に急

遽決定！学生達も凄くテンション上げてくれまし

た！夢中で選曲、熱唱してる彼らは本当に楽しそ

うでした！三木さん有難うございました！そして

瀬尾さんのご提案最高でした！ 

青少年奉仕青少年奉仕青少年奉仕青少年奉仕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年8月3日地区青少年交換プログラムで当

クラブ推薦留学生の坂田成実さんがフィンランド

へ向けて出発されました。 

8 時過ぎには、チェックインが開始されて、チ

ェックインカウンターで坂田家族と合流しまし

た。お父様もお見えになられていました。荷物の

選別に苦労したと伺いました。46㎏ギリギリで荷

物 OK。航空券を受け取り、出発まで時間がある

ので待ち時間の間、色々な話をしてました。寒さ

対策(－40 度にもなることもあり)が一番の環境の

違いで現地で防寒具を用意してもらうそうです。

左足にヒビが入っていたりするので、体調に気を

付けて欲しいと思います。 

フィンランドには世界各国から 100名の留学生

が同日にヘルシンキ空港に到着するそうです。そ

こから、成実さんの留学先へ約 500km の道のり

を電車で移動、半日は掛かるそうです。 

出発時間が近づき、手荷物検査場へたくさんの

出国者が列に並んでいて混雑していました。名残

惜しいですが、握手を交わし各々に成実さんへエ

ールを送りました。無事に到着して頂き、異国の

文化を学び、国際交流に貢献し、成長して無事に

帰国して欲しいと思います。 

 ――――    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 4444    ――――    

――――    青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生報告報告報告報告    ――――    



 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  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<8 月 1 日の出席率 78.79％> 

Make up を含む 7/11 の出席率 93.10％ 

事務所内見学へ移って、20歳の社員の説明を真

剣に聞いていただきました。年齢が近いのでより

現実的に聞いていただいたのかもしれません。横

を向いて笑ってる子もおられましたが(笑)。なぜ

か社長席が人気で椅子に座って記念写真を撮って

いる子もいました。意外なところに興味があるよ

うですね。 

でもみんな高校生らしい気持ちの良い学生さん

でした。私たちも楽しかったです。修学旅行では

職場体験、大学のオープンキャンパス訪問などを

されており、観光は一切ないようです。ちょっと

可哀そうな感じですね。うちの会社から 5 分歩く

と大阪城が見ることができるんですが･････残念。 

職場体験学習が終わり、京都の宿へ向かわれる

ということで、バスまでお送りしました。少しの

時間でしたが、私たちもとても楽しい時間でした。

高校を卒業されましたらそれぞれ進学・就職へと

自分の道を進まれることでしょう。頑張ってくだ

さい！ 

8月 22日(金)にはフィンランドからマリュッカ

さんが来日されます。成実さんがフィンランドで

お世話になります。同じように日本で手厚いケア

を行いたいと思います。 

お見送りに参加いただきました、地区青少年交

換委員の井村様・当クラブから辻村会員・河野会

員夫妻、大本幹事、誠にありがとうございました。 

地区職業奉仕副委員長地区職業奉仕副委員長地区職業奉仕副委員長地区職業奉仕副委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    
8 月 1 日富山県立南砺福野高校 2 年生の皆さん

が職場体験学習で我社に来られました。過去最高

16名の生徒さんと先生が来られました。 

人数が多かったので狭い会議室でおまけに眠た

くなる話ばかりでコックリしていた子もおられま

した。事前に木材について、仕事に対する姿勢な

どの質問などをいただいておりましたのでそれら

に対してもお答えいたしました。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

｢八木山地酒造りプロジェクト｣｢八木山地酒造りプロジェクト｣｢八木山地酒造りプロジェクト｣｢八木山地酒造りプロジェクト｣    
飯塚ロータリークラブ飯塚ロータリークラブ飯塚ロータリークラブ飯塚ロータリークラブ    
((((第第第第 2700270027002700 地区地区地区地区    福岡県福岡県福岡県福岡県))))    

飯塚を東西に走り、福岡市に至る国道 201号線

は、バイパスが開通したことにより交通量が減少

しました。来年 2 月にはバイパスが無料化され、

さらなる減少が予想されます。八木山はその沿線

にあり、清涼な水と空気に育まれた高原地帯です。

現在放映中の NHK 大河ドラマ｢軍師官兵衛｣の黒

田如水が開発した峠道があるなど歴史ある地区で

もありますが、今後、交通量が激減し過疎化がさ

らに進み、飯塚の奥座敷が寂れていくのを黙って

見過ごすことはできません。 

そこで目を付けたのが、昼と夜との温度差が大

きい高原特有の気候と、清涼な水で生産された、

人気の八木山産コシヒカリです。良い米ができる

のであれば、良い酒造米ができる。であれば、酒

造米｢山田錦｣を植えて自分たちの好きな酒を造

り、特産として情報発信し売り出すことで、過疎

化を防ぎ地域の活性化に寄与したいと考えまし

た。 

好きこそものの上手なれ。そこで登場したのが、

当クラブの同好会｢ワイン会｣メンバー有志で結成

された美酒団です。昨年 5月に田植えをし、11月

に稲刈りを終え、知人が代表を務める瑞穂菊酒造

の骨折りにより、めでたくこの 3 月初めに酒を絞

り、約 800 本(四合瓶)の純米吟醸酒が出来上がり

ました。 

これから地元の水と米で天塩にかけて醸された

清酒｢山田高原｣を、地元の皆さんに楽しんでもら

います。このプロジェクトを通じた、ロータリー

の友情と地元の皆さまの協力には感謝の念に堪え

ません。必ずや八木山の活性化に通じるものと信

じます。(樺島典仁・記) 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 7777 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 

 

 

 

 

――――    職場体験学習職場体験学習職場体験学習職場体験学習報告報告報告報告    ――――    


