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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、お盆休みを挟んで 2 週間ぶりですがお

変わりありませんでしたか。 

先週は例会終了後に 9 月度理事会が開催され、

理事会終了後に大手前整枝学園の盆踊り大会への

ボランティア保険費用等の寄贈式とかき氷ブース

の設営と運営、夜は大阪倶楽部でデイビッドジュ

ニア君、エリック君、ジェニーさんの 3名の短期

交換留学生の farewell party の開催とあわただ

しい 1日でした。 

翌日は暴風雨の中で関空に留学生の見送りに行

ってきました。社会奉仕委員会の皆さん、国際奉

仕委員会の皆さん、大変ありがとうございました。 

特に、鹿野浩一会員には入会当日でお母様が大

変な状況であったのにもかかわらずパーティに参

加していただき申し訳なく思っております。本日

自己紹介をしていただきますが、ロータリアンと

して頑張ってください。 

そして、今朝、関空にマリュッカさんが到着し

留学生活の第一歩を踏み出しました。関空への出

迎えには坂田様ご夫妻、竹森会員、辻村会員、河

野会員の奥さんが行ってくれましたが、これから

1 年間会員全員のサポートが必要ですのでよろし

くお願い致します。 

1．8 月 12 日火曜日開催された地区の若手ロータ

リアン研修セミナー懇親会に辻村会員と竹森

会員が参加して下さいました。 

2．地区留学生のマリュッカさん来週例会に参加予

定です。 

3．配布物 2点あります。 

・9月 12日開催の戸田ガバナー補佐ご臨席の第 2

回クラブ協議会の案内年次計画書に記載の内容

に変更のある委員会につきましては 9月 1日が

提出期限となってますので提出お忘れ無くお願

いします。 

・今年度のインターシティミーティングの案内 出

欠返事は 9月 1日迄にお願いします。今回の IM

は個々のクラブが奉仕活動内容をスライド形式

にまとめ 3分程度で発表する予定です。良いア

イデアの有る会員の方は事務局迄お知らせ下さ

い。 

8 月 8 日の理事会にて朝槻会員の職業分類変更が

承認となりましたのでお知らせいたします。 

華道 → 創作芸術 

ロスターの変更をお願いいたします。 
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2014 年 8 月 29 日 第 1508 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((((9999 月月月月 5555 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前育ちのロータリアン大手前育ちのロータリアン大手前育ちのロータリアン大手前育ちのロータリアン｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢相続税のイロハ相続税のイロハ相続税のイロハ相続税のイロハ｣｣｣｣    

税理士税理士税理士税理士    小田小田小田小田    啓太氏啓太氏啓太氏啓太氏    

    ((((瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一公一公一公一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    スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」    

･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    

････クラブクラブクラブクラブフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム((((社会奉仕委員会担当社会奉仕委員会担当社会奉仕委員会担当社会奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢規模規模規模規模にあった奉仕活動についてにあった奉仕活動についてにあった奉仕活動についてにあった奉仕活動について｣｣｣｣    

岡田岡田岡田岡田    耕平委員長耕平委員長耕平委員長耕平委員長    

･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「「「「歌の翼に歌の翼に歌の翼に歌の翼に」」」」    

――――    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    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ――――    



朝槻・・・土砂災害の広島の人々のまたしても

きずなを見せられた美しい日本、守

ってあげようがない… 

長谷・・・短期交換留学生のアテンド、三木国

際奉仕委員長さま、皆さま、おつか

れさまでした。 

金髙・・・皆様おひさしぶりです。大本さん、

卓話頑張って下さい。 

木村・・・何もありませんが。 

松田・・・今月欠席ばかりで申し訳ございませ

ん。 

三木・・・留学生は無事自国に帰りました。皆

様のご協力有難うございました。 

中村(匡)・欠席のおわび。 

大蔭・・・岩国高校の応援ありがとうございま

した。また来春の甲子園で待ってい

ます。 

大本・・・9月 12日クラブ協議会、10 月 18日

インターシティミーティング、みな

様御出席お願いします。本日卓話で

す。 

瀬尾・・・大本さん、卓話よろしく。 

山本・・・大本さん、卓話楽しみです。 

｢｢｢｢我が人生我が人生我が人生我が人生｣｣｣｣    

大大大大本本本本    達也達也達也達也    

7月に幹事として今年度がスタートし、2ヶ月足

らずで卓話の順番が廻ってきました。自分の人生

を振り返ってお話させていただきます。 

子供の頃は全然勉強せず、大学の時、まとめて

やったような感じでした。言い訳のようですが、

子供の頃勉強しなかったので大学の時には腹をく

くれたと思います。又、家族から離れ、一人暮ら

しでアメリカでやっていたからこそ家族の有難み

を実感し、ぶれずに卒業できたと思います。 

大学の時、体を壊してしまいましたが、幸い母

が後に健康食品の仕事に就き後に私が継ぎ、仕事

としてサプリメントに携わりました。仕事として

関わらなければ健康についても今ほど真剣に向き

合わなかったと思うので、両親に感謝です。 

・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会    

松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

第第第第 1111 回ゴルフコンペのご案内回ゴルフコンペのご案内回ゴルフコンペのご案内回ゴルフコンペのご案内    

鳴尾ゴルフ倶楽部でのコンペから 2ヶ月余り、

台北百齢 RC 訪問、金髙年度の始動、留学生交換

事業と、あっという間に過ぎてきました。 

もうすぐゴルフの季節。今回は下記のとおり開

催しますので、みなさんのご参加をお待ちしてお

ります。勿論、ご家族のご参加大歓迎です。 

開催日時：9月 28日(日) 

スタート：9時 44分 

(30分前の集合をお願いします) 

開催場所：西宮高原ゴルフ倶楽部 

       西宮市山口町船坂 2013 

       TEL 078‐904‐3741 

・・・・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    

来る 9月 1日（月）18時より帝国ホテル 23階

ジャスミンガーデンにおきまして新入会員歓迎会

【松田会員・鹿野会員】を開催いたします。現在

30名近い出席をいただいております。ありがとう

ございます。最終人数によって会場が変更になる

可能性がありますが、ご容赦願います。 

・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 

すでに会長からお話がありましたが、留学生は

8 月 9 日無事本国に帰られました。皆様のご協力

ありがとうございました。色々な所に連れて行っ

ていただいて、写真と記事を週報に載せてもらい

ましたが、これをアルバムとして編集しました。

10部パイリン RCに送ります。記事を書いていた

だいた方に配布しますが、他にもほしい人は事務

局に申し出て下さい。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥35353535,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥444493939393,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

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

8888 月月月月 22229999 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

スープスープスープスープボムファム風ボムファム風ボムファム風ボムファム風    

太刀魚のムニエル太刀魚のムニエル太刀魚のムニエル太刀魚のムニエル    焦がしバターと焦がしバターと焦がしバターと焦がしバターと    

ヴェールジュ香る香味野菜ソースヴェールジュ香る香味野菜ソースヴェールジュ香る香味野菜ソースヴェールジュ香る香味野菜ソース    

サラダサラダサラダサラダ    

バナナのブラマンジェバナナのブラマンジェバナナのブラマンジェバナナのブラマンジェ    マンゴーソースとマンゴーソースとマンゴーソースとマンゴーソースと    

ココアのシュトロイゼルと一緒にココアのシュトロイゼルと一緒にココアのシュトロイゼルと一緒にココアのシュトロイゼルと一緒に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    

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



鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一浩一浩一浩一    

――――    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    ――――    

健康面以外でもそうですが、何かを変えたけれ

ば習慣を変えることが大切だと思います。父と母

は全くタイプの異なる人生観の持ち主でしたが、

どちらに対しても今では本当に感謝しています。

両方の良い所を私は引き継げれば良かったのです

が。 

又、現在の仕事は嫁との出会いももたらせてく

れたと思います。他人の人生に重要な影響を与え

るのは簡単な事ではありませんが、人生の伴侶に

は少なからずとも良い方面での貢献が出来たと感

じております。 

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    

今年度泉ガバナーの新しい試みとして 55 歳以

下(後日新しく入会された方も対象となる)のロー

タリアンを対象に 8 月 12 日(火)18 時より太成閣

に於きまして｢研修セミナー｣が開催されました。

主管は地区クラブ奉仕委員会です。 

 堅苦しい挨拶はほとんどなく、席もくじ引きで

決まりましたので、それぞれ他クラブの初対面の

方々と円卓を囲んで楽しい時間を持つことができ

ました。 

前半地区職業奉仕委員会が担当し、｢ロータリー

は人づくり｣というテーマで木越地区職業奉仕委

員が基調講演を行い、そのあと｢リーダーに必要な

資質とは｣というテーマでテーブルディスカッシ

ョンをしました。 

 後半はミニコンサート、ガバナーへの質問等々

があり、あっという間に 2時間が過ぎました。 

その後の地区職業奉仕委員会で今回の研修セミ

ナーの反省を行いました。音楽の音量が大きすぎ

て同じテーブルの方との話ができなかったなどの

ご意見はあったものの、それらはやってみて初め

てわかるものであって、｢今回の泉ガバナーの取り

組みには同感できる｣という意見が大半でした。 

私も隣に入会 1ヶ月の方が座られ、自分なりの

経験などをお話しでき、短い時間でしたが交流す

ることができました。すばらしい会でした。 

 今回他クラブとの交流、意見交換などの大切さ

を感じるとともに、ロータリークラブという組織

の大きさを痛感した会でもありました。出席して

よかったと思います。 

まず最初に、母の

葬儀に入会したば

かりの僕のために

お盆の最中の忙し

い中、たくさんの会

員の皆様が焼香し

ていただいたこと

にお礼を申し上げ

ます。皆様のあたたかさに触れ、本当に大手前ロ

ータリークラブに入会させていただいて良かった

と思いました。 

僕は昭和 30 年 大阪生まれの現在 59 才の男性

です。仕事は浩治会という医療法人の理事長をし

ています。 

浩治会はもともと都島区で眼科の無床診療所を

開業しておりましたが、現在はそれを譲渡して城

東区と東成区で二つの老人保健施設と一つの介護

付き有料老人ホームを旭区で運営しています。 

一般のかたは、老人保健施設と老人ホームの区

別がなかなかわからないと思いますが、老人保健

施設は常勤の医師がいる病院と老人ホームの中間

に位置する主に医療法人が運営している施設で

す。僕は現在そこで、医師の仕事とはあまり関係

ない運営に関する仕事をしています。 

 初めてのロータリークラブの入会でわからない

ことばかりです。いろいろご迷惑をかけると思い

ますがよろしくお願いします。 

――――    若手ロータリアン研修セミナー報告若手ロータリアン研修セミナー報告若手ロータリアン研修セミナー報告若手ロータリアン研修セミナー報告    ――――     

 

9999 月月月月 5555 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｣    



 国内ビジター 0名   会 員 数  36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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<8 月 22 日の出席率 73.53％> 

Make up を含む 7/25 の出席率 93.10％ 

・・・・9999 月月月月 1111 日日日日((((月月月月))))        18181818：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

新入会員歓迎会 

   (帝国ホテル 22階｢アポロンの間｣)←←←←変更変更変更変更 

・・・・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 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・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｣) 

・・・・9999 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：45454545～～～～14141414：：：：45454545    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

第 1回会員研修事業 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11117777 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11118888 日日日日((((土土土土))))            

第 6組インターシティミーティング 

   (コングレコンベンションセンター) 

・・・・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)) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 27272727 日日日日((((木木木木))))            

三世代クラブ合同例会 

   (場所未定) 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

地区青少年交換プログラムで 8月 22日(金)フィ

ンランドより PIIRONEN,Marjukka Anniina(ピ

ーロネン,マルリッカ アニーナ)さんがフィンラ

ンドより来日されました。8時 55分関空着予定で

したが、便が少し早く到着したようです。待つこ

と 1 時間、北出口よりマルリッカさんが笑顔で出

てこられました。一通り挨拶を済ませました。と

ても緊張していたようで約 9 時間のフライト中も

睡眠できなかったようで、時差もありとても疲れ

ている様子でした。 

――――    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    ――――    

関空で長居することなく、ファーストホストフ

ァミリーの坂田様宅へ向かいました。高速や一般

道で渋滞に何度か遭いながらもやっと到着。ずっ

と住んでいる私達でもこの蒸し暑さは体に応えま

すが、フィンランドからですと、かなり暑いよう

で当分は慣れるまで体調が心配です。 

少し休憩してから、昼食を取りに近所で評判の

お蕎麦屋さんへ、とても美味しいと器用にお箸を

使いながら食べていました。お腹も満たしてあと

一踏ん張り、市役所へ行き在留市民登録と国民保

険加入手続きを済ませ、坂田宅へ戻りました。 

これから約 1 年、留学生活が始まります。しっ

かり勉強してもらい文化を学び国際交流に役立っ

て頂きたいです。辻村会員・河野夫人お迎えに来

ていただき有難うございました。会員の皆様、サ

ポートの程 何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 
――――    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    ――――    


