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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    

本日は、戸田ガバナー補佐と大阪南 RC の澤村

さんの 2 人のお客様をお迎えしています。戸田ガ

バナー補佐には後ほど挨拶していただきますが、

お二人ともようこそいらっしゃいました。 

さて、昨日(9月 11日)で東日本大震災から 3年

半が経過しました。被災地の復興が未だ道半ばの

状況の中で、東北地方を襲った昨日の記録的大豪

雨。テレビに石巻市の市街地が冠水している様子

が映し出されていましたが、本当にお気の毒で、

現地の人たちが心配です。 

来週、岡田社会奉仕委員長、岡本副会長、大本

幹事、中野会員が被災地を訪問する予定ですが、

くれぐれも気を付けて行ってきてください。 

 国内ビジター 1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  1名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 

<9 月 12 日の出席率 76.47％>  

Make up を含む 8/22 の出席率 93.33％ 

1．配布物 2点あります。 

①昨年度年次報告書 

②来週開催 10月度定例理事会の案内 

2．卓話の時間には戸田ガバナー補佐ご臨席の第 2

回クラブ協議会です。クラブ協議会では年次計

画書を使用します。時間に限りがありますので

発表の際は、簡潔にお願いします。 

3．来週 19日例会後、10月度定例理事会です。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

初めての幹事で戸惑っていますが、組み合わせ

表をポスティングしました。コースが難コースで

苦労されると思いますが、皆様の活躍を期待して

おります。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意３．好意３．好意３．好意と友情を深めるかと友情を深めるかと友情を深めるかと友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

2014 年 9 月 19 日 第 1511 回例会 
新世代のための月間 

◎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 26262626 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（11111111：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢かもめの水兵さんかもめの水兵さんかもめの水兵さんかもめの水兵さん｣♪｣♪｣♪｣♪    

････ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問    

「ガバナー講話」「ガバナー講話」「ガバナー講話」「ガバナー講話」    

RIRIRIRI 第第第第 2660266026602660 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    

泉泉泉泉    博朗氏博朗氏博朗氏博朗氏((((大阪帝塚山大阪帝塚山大阪帝塚山大阪帝塚山 RC)RC)RC)RC)    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ヘラーヘラーヘラーヘラー「「「「天使の声天使の声天使の声天使の声」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢とんぼのとんぼのとんぼのとんぼのめがねめがねめがねめがね｣｣｣｣♪♪♪♪    

････青少年青少年青少年青少年奉仕委員会担当卓話奉仕委員会担当卓話奉仕委員会担当卓話奉仕委員会担当卓話    

｢｢｢｢青少年交換プログラムについて青少年交換プログラムについて青少年交換プログラムについて青少年交換プログラムについて｣｣｣｣    

竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿委員長委員長委員長委員長    

････10101010 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    ブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラー「「「「天使の合唱天使の合唱天使の合唱天使の合唱」」」」    

――――    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    ――――    

9999 月月月月 11119999 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

但馬の味どりと豆のカレー但馬の味どりと豆のカレー但馬の味どりと豆のカレー但馬の味どりと豆のカレー    

バターライスを添えてバターライスを添えてバターライスを添えてバターライスを添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    



福井・・・ガバナー補佐いらっしゃいませ！ 

長谷・・・戸田ガバナー補佐ようこそお越し下

さいました。年次報告書作成にあた

り皆さまのお力添えで完成したこと

に感謝です。 

犬伏・・・ようやく秋の氣配ですね。 

金髙・・・戸田ガバナー補佐ようこそいらっし

ゃいました。次週の相馬 RC 訪問、

石巻打合せ、岡田委員長よろしくお

願いします。 

木村・・・戸田ガバナー補佐 Big Welcome！ 

河野・・・戸田ガバナー補佐、本日よろしくお

願い致します。匡克先生、大蔭さん、

昨日はお気遣いいただき有難うござ

いました。 

松浦・・・戸田様、本日は宜しくご指導下さい。 

中林・・・戸田ガバナー補佐ようこそお越し下

さいました。 

中村(不)・戸田ガバナー補佐をお迎えして。有

難うございます。 

中村(匡)・戸田ガバナー補佐よろしくご指導下

さい。 

――――    臨時臨時臨時臨時総会総会総会総会報告報告報告報告    ――――    岡本・・・戸田ガバナー補佐、本日よろしくお

願いいたします。大蔭前会長、昨日

はごちそうさまでした。大蔭前会長、

長谷前幹事、これで一段落ですね。

ごくろうさまでした。 

大蔭・・・皆様のお蔭ですばらしい年次報告書

ができました。本当にありがとうご

ざいました。 

大本・・・戸田ガバナー補佐、本日はようこそお

越し下さいました。本日臨時総会よろ

しくお願いします。 

佐々木・・戸田ガバナー補佐を迎えて。 

曽我部・・戸田ガバナー補佐歓迎。明日から 3連

休。阪神タイガースはもう 6連休。 

竹森・・・戸田ガバナー補佐、本日よろしくお願

い致します。大蔭前会長、昨日はあり

がとうございました。長谷前幹事、ご

苦労様でした。 

辻村・・・戸田ガバナー補佐ようこそお越し下さ

いました。大蔭前会長、長谷前幹事、

昨日はありがとうございました。 

・・・・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)) 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥55555555,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥621621621621,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    
――――    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    ――――    

9999 月月月月 26262626 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｣    

13131313～～～～14141414 年度幹事年度幹事年度幹事年度幹事    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

日時：2014年 9月 12日(金）13：30～ 

出席者：26名(会員総数 36名) 

議題：2013～14年度年次報告→報告書通り承認 

   2013～14年度会計報告→報告書通り承認 

今年度は年次報告書に協議会、理事会の報告を

割愛させていただき、委員会報告に写真を入れて

楽しく見ていただける工夫を致しました。協議会、

理事会の報告書は事務局に保管しています。 

会計報告の収支で色々なご指摘を受けましたが

次年度予算取りの参考となります。収入の予算で

入会金 4名 80万。会員数 39名 1170万。 

来客数 100名で予算取りしている為 100万近い

赤字が出ます。委員会費は皆様のお力で予算内に

おさまりました。 

本日、2013～2014 年度の会計を含めた年次報

告書についてご承認頂きました。この一年間会員

の皆様のご協力により無事終える事ができまし

た、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    ――――    



元米山カウンセラー元米山カウンセラー元米山カウンセラー元米山カウンセラー    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

元米山奨学生グェン カン コック君の近況を

お知らせします。 

三木元昭様  

  千恵子様 

ご無沙汰しております。いかがお過ごしでしょ

うか。日本はまだ暑いでしょうか。ご夫婦で旅行

に行ったりしますか。次の旅行をベトナムにして

ほしいです。（笑） 

嬉しいニュースは 5つほどあります。 

地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：平成 26年 9月 7日(日) 9：30～14：00 

場所：鶴見緑地 

 毎年恒例の、大阪鶴見ロータリーがブースを出

されている鶴見区民祭に、来日学生 10 名を引率

して参加して来ました。今年度は 10 名の学生が

全員参加しにぎやかでした。 

来日してから 1～2 週間たち高校の授業も始ま

り、だいぶ日本に馴れてきたようで、他の留学生

や地元の中学生達と一緒になって、暑い中楽しそ

うにパンケーキを一生懸命焼いていました。当ク

ラブの来日生マルユッカのホストファミリー坂田

さんと竹森会員も参加してくれました。 

一、娘は来月ごろ

に生まれます。お

父さん似なのかお

母さん似なのか大

変お楽しみです。

どっちらにせよお

兄ちゃん似に間違

いないと二人でよ

今、店舗設計しています。関ヶ原戦の侍旗からア

イデアをもらって設計しました。柱の多い物件な

ので旗で上手くカバーできますし、日本の雰囲気

も充分現出できると思います。2 ヶ月後にグラン

ドオープンする計画です。 

五、ハノイでロータリー米山元奨学生の会ができ

ました。6 月から 8 人のメンバーでスタートしま

した。毎月、第 2 土曜日に交流会を実施していま

す。ちょうど明日は 9 月度の交流会です。今回の

司会は私です。ロータリークラブの定例会を思い

出し、わくわくどきどきです。そういえば、大阪

く冗談言ってます。因み

に、アン兄ちゃんはまだ

19 ヶ月です。兄弟で母

乳争いにならないよう、

祈っています。（苦笑） 

二、日本種の蕎麦は来月ごろベトナムの地で花が

咲きます。先日、大阪のパートナー会社からもら

った蕎麦元種で種蒔きを実施しました。今回は実

験栽培ですが、将来は日本へ輸出する計画です。

蕎麦は美味しくて大変健康に良い食べ物ですの

で、ベトナムでも蕎麦文化を流行らせたいと考え

ています。 

三、弊社の鶏卵は 5つ星のホテルニッコーハノイ

に入りました。その他、日本食レストラン 15 店

に生でも食べれる卵を提供しています。卵かけご

飯の文化を作って行きたいと思います。また、高

機能性卵を研究開発しています。DHA卵を年末ご

ろに商品化する予定です。その専用の養鶏場の建

設を着工しました。 

四、ハノイで日本食レス

トランを出店します。栃

木県に居るパートナーと

組んでやります。テナン

ト物件を確保しました。

 

 

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    

――――    元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生報告報告報告報告    ――――    



社会社会社会社会奉仕奉仕奉仕奉仕委員委員委員委員    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

9 月 16 日～17 日相馬ロータリークラブ、石巻

の BE ONE を訪問させていただきました。初日

は大本幹事、岡田 3.11委員長、岡本の 3人で相馬

へお伺いしました。 

まず相馬ロータリークラブ例会の前に、今後ご

協力できること、合同でできる事業などについて

打合せをさせていただきました。 

冒頭岡田委員長から先日の社会奉仕委員会フォ

ーラムで出された意見などをお伝えしました。相

馬ロータリークラブより｢現在物資については不

足しているなどの要望は少ないが、風評被害によ

り相馬産コシヒカリ、野菜などの農作物は大打撃

を被っており、是非昨年度のような相馬産米の購

入などにご協力いただきたい｣とのお話がありま

した。クラブに持ち帰り、検討しますと岡田委員

長が締められ会議は無事終了しました。 

その後今年度地

区補助金を受けて

支援させていただ

く内容をBE ONE

の施設にて再確認

させていただき、そ

今回は年に 5 回程度実施されている夜例会でし

た。大本幹事が代表で｢今後も相馬ロータリークラ

ブさんと協力して支援を継続させたい｣と立派に

挨拶されました。卓話では地元の語り部の方が相

馬に伝わる言い伝えなどをお話されましたが、情

景が目に浮かぶ様で素晴らしいものでした。 したか。皆様のご健康とご活躍をいつも祈ってお

ります。 

  ついつい長いメールになってしまいましたが、

近況をご報告させていただきました。先生ご夫婦

でベトナムに来られたらハノイロータリー米山奨

学生会で喜んでお迎えします。ロータリークラブ

の会員様であればだれでもウェルカムですのでク

ラブの皆様にも伝えていただけませんか。ロータ

リアンの来越日程と併せて交流会をやりますの

で。いつでもご連絡ください。お待ちしておりま

す。 

カン&ズン 

大手前ロータリー

クラブの皆様はお

元気でしょうか。あ

れから会員が増え

たり減ったりしま

懇親会にはご

家族も出席され、

賑やかでした。相

撲甚句、俳句ゲー

ムなど余興も盛

りだくさんで楽

しい宴であると同時に皆さんの芸達者ぶりに驚か

されました。 

翌日は朝から石巻へ向かう途中中野会員と合流

し、｢BE ONE｣を訪問しました。同じく今後の

支援についてご要望などを打合せし、｢当然物資で

の支援も有りますが、大手前メンバーも盆踊りや

町の様々な行事へいっしょに参加するような協力

体制も素晴らしいのではないか｣というご意見も

いただきました。 

のあと｢望プロジェクト｣の作業などを見学し、帰

路につきました。 

短い訪問ではありましたが、現地に足を運んで

そこで地元の方々のお話しをお聞きする大切さを

改めて痛感いたしました。メンバーの皆様も是非

次回東北へ一緒に行きましょう！ 
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