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<<<<泉泉泉泉ガバナーガバナーガバナーガバナー    ご略歴ご略歴ご略歴ご略歴>>>>    

【【【【    生年月日生年月日生年月日生年月日    】】】】    

1948年 6月 17日生 

【【【【    勤務先勤務先勤務先勤務先    】】】】    

泉行政書士事務所 所長 

株式会社テクノグループ 

代表取締役 

【【【【    所在地所在地所在地所在地    】】】】    

〒543-0076 大阪市天王寺区下寺町 1‐3‐45 

【【【【    職業分類職業分類職業分類職業分類    】】】】    

医療情報システム 

【【【【    経歴経歴経歴経歴    】】】】 

1972年 関西大学工学部管理工学科卒業 

 1972年 星電器製造株式会社入社 

1978年 泉行政書士事務所開設 

 1981年 株式会社テクノグループ設立(IT関連) 

現在に至る 

【【【【    所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ    】】】】    

 大阪帝塚山ロータリークラブ 

 (2011年に大阪阿倍野ロータリークラブ、大阪

住之江ロータリークラブ、大阪住吉ロータリー

クラブが合併して大阪帝塚山ロータリークラブ

に名称変更) 

【【【【    ロータリー歴ロータリー歴ロータリー歴ロータリー歴    】】】】    

1990年    大阪住吉ロータリークラブ入会 

2005～2006年度 地区青少年活動委員会委員長 

2008～2009年度 大阪住吉ロータリークラブ会長 

2010～2011年度 IM第 8組ガバナー補佐 

【【【【    そそそそ    のののの    他他他他    】】】】    

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

ベネファクター 

メジャードナー 

米山功労者(マルチプル) 

本日はRI2660地区の泉博朗ガバナーをお迎え

しての公式訪問の日ですが、当クラブにとってガ

バナーから直接ご指導いただく貴重な機会です。 

本年度、ゲイリー C．K．ホァンRI会長は、『LIGHT 

UP ROTARY』、『ロータリーに輝きを』をテーマ

とし、RIの戦略計画として定められたⅠクラブの

サポートと強化、Ⅱ人道的奉仕の重点化と増加、

Ⅲ公共的イメージと認知度の向上の重点化と増

加、の3項目に照らして、①会員増強の推進、②人

道的奉仕活動として上記戦略計画により定められ

た6項目(平和と紛争の予防/解決、疾病予防と治

療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率

の向上)の少なくとも1つ実施、③ロータリーファ

ミリーによる奉仕活動とロータリーデーの実施を

挙げられました。 

これを受け、泉博朗ガバナーは2660地区の具体

的な地区テーマを『ひとりひとりの輝きで、あな

たの地域を輝かそう』とされ、具体的な方針とし

て、①会員の増強、②IMの活用、③エンドポリオ

への協力、④寄付目標の達成、⑤東日本大震災復

興支援の継続、⑥南海トラフ地震への対策、⑦ク

ラブ危機管理の検討、⑧規定審議会への提案、⑨

ロータリーデーの実施、⑩地域への奉仕、地域の

活性化、の10点を挙げられました。 

これらRIと2660地区の方針を受けて、大阪大手

前ロータリークラブは『一人一人が輝くことでク

ラブ全体が輝き、社会を照らす存在となろう』を

本年度テーマとし、それを具体化するため、① 奉

仕と親睦のバランスのとれた実現、②会員一人一

人の実践と向上、③会員増強、④ロータリーファ

ミリーの活用、を指針としました。 

本日は、我が大手前ロータリークラブに有意義

なご指導を頂けたらと思っております。 

泉ガバナーのご指導宜しくお願い申し上げます。 
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2014 年 9 月 26 日 第 1512 回例会 
新世代のための月間 

    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    

泉泉泉泉博朗博朗博朗博朗ガバナーの公式訪問を心より歓迎申し上げますガバナーの公式訪問を心より歓迎申し上げますガバナーの公式訪問を心より歓迎申し上げますガバナーの公式訪問を心より歓迎申し上げます    



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、大阪東 RC の井上さん、大阪淀川 RC

の高杉さん、東京新都心 RC の伊豆さんの 3人の

お客様をお迎えしております。また、地区交換留

学生のマルユッカさんもお見えです。マルユッカ

さんには後ほど挨拶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。 

そして、岡本副会長、岡田社会奉仕委員長、大

本幹事、中野会員、16 日の相馬市、17 日の石巻

市の各訪問、大変ご苦労様でした。後ほど岡本副

会長から東北訪問の報告をしていただきます。 

さて、先日の卓話でもお話ししたように、私の

母は 96 歳になりますが鰻の蒲焼きが大好物で、

この 8月に帰省した際にたち寄った成田山表参道

の鰻の老舗｢川豊｣でも蒲焼きをおいしそうに食べ

ていました。 

この鰻の蒲焼きが庶民から手の届かないものに

なりそうです。日中韓台の 4 国でニホンウナギの

養殖用の稚魚を 2 割減らすことに合意したので

す。絶滅危惧種の指定を受け取引禁止になるのを

免れるための措置だそうですが、鰻好きにはなか

なか厳しいものです。もともと、鰻は特別な日に

食べるご馳走でしたが、最近では養殖物が出回り

いつでも食べることができるものになり、ついつ

い食べ過ぎて食い尽くす寸前になってしまったと

いうことなのでしょうか。 

クジラについても世界情勢は厳しいものがあり

ますが、日本の食文化を守るために我々にも若干

の我慢が必要と思います。飽食の流れに抗して、

細くてもよいので長く美味しいものを味わってい

きたいものです。 

1．配布物 1点あります。 

①ロータリーの友英語版注文書 

購読希望の方は 10 月 15 日迄に事務局までお

申し込み下さい。 

2．本日例会終了後、10月度定例理事会開催です。

出席義務の会員の方よろしくお願いします。 

3．来週 26日泉ガバナー公式訪問日です。 

4．再来週 10月 3日からは男性会員の方はネクタ

イ着用をお願い致します。 

・・・・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)) 

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

・・・・会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会    

委員長委員長委員長委員長    北村北村北村北村    光司光司光司光司    

9/26例会後に会員研修を実施致します。今回は

関会員に海外と日本の RC の例会の違いをお話し

頂き、議論致します。奮って参加下さい。    

・・・・米山奨学米山奨学米山奨学米山奨学委員会委員会委員会委員会    

国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕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    

元米山奨学生グェン カン コック君より私共

にメールが来ましたので、今週の週報に載せてい

ます。内容は読んでいただければいいのですが、

ハノイで米山奨学生の会が発足されたので、地区

に問合せをして、これが最近の米山ベトナムの会

かどうか米山委員会の委員長多田さんに調べても

らいます。又、この機会に是非一度ハノイ米山委

員会に参加したらと思いますので皆様の御意向を

聞きたく思います。 

 ◎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((((10101010 月月月月 3333 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    

････クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム((((職業職業職業職業奉仕委員会担当奉仕委員会担当奉仕委員会担当奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢ロータリーは人づくりロータリーは人づくりロータリーは人づくりロータリーは人づくり｣｣｣｣    

辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘委員長委員長委員長委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ライオネル・リッチ―ライオネル・リッチ―ライオネル・リッチ―ライオネル・リッチ―「「「「エンドレス・ラブエンドレス・ラブエンドレス・ラブエンドレス・ラブ」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    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    ――――    

先週お配りいたしました｢ガバナー補佐懇談会お

よび第 2 回クラブ協議会議事録｣に誤りがありま

したので訂正してお詫びさせていただきます。 

最終ページ右段上から 12行目 

(誤)山田ガバナー補佐→(正)戸田ガバナー補佐 

――――    お詫びお詫びお詫びお詫び    ――――    



朝槻・・・やっと気候がもどった？ようですね。 

長谷・・・マルユッカさん、いらっしゃいませ。

急に寒くなりました。お風邪など召

しませんように。 

金髙・・・岡本さん、岡田さん、中野さん、大

本さん、東北訪問ご苦労様でした。 

北村・・・竹森さん、卓話がんばって下さい。

次回例会後、会員研修ヨロシクお願

いします。 

小林・・・やっとすずしくなってきましたね。 

松葉・・・先週欠席のおわび。 

松田・・・先週お休みの謝罪として。 

三木・・・米山奨学生グェン君の活躍を祝って。 

中田・・・急に涼しくなり秋の気配。朝晩の気

候にご自愛下さい。竹森さん、卓話

楽しみにしています。 

大蔭・・・岡田サン、岡本サン、中野サン、大

本サン、相馬 RC、石巻訪問ご苦労

様でした。 

大本・・・相馬、石巻では、中野さん、岡本さん、

岡田さん、大変お世話になりました。

本日の理事会参加のみな様、よろしく

お願いします。竹森青少年委員長、卓

話よろしくお願いします。マルユッカ

さんようこそ！ 

竹森・・・相馬RCへ訪問、大本幹事、岡田委員

長、岡本・中野委員ご苦労様でした。 

田中・・・お久しぶりです。 

辻村・・・明日は、有馬温泉へ留学生と一泊研修

です。 

山本・・・しのぎ良い季節になって来ましたネ。

秋でーす。竹森さん、今日の卓話宜し

くデス。 

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

青少年青少年青少年青少年交換委員会担当卓話交換委員会担当卓話交換委員会担当卓話交換委員会担当卓話    

｢｢｢｢青少年交換プログラム青少年交換プログラム青少年交換プログラム青少年交換プログラム｣｣｣｣についてについてについてについて    

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    

今回の青少年担当卓話は 2部制で行います。1

部目は｢青少年交換プログラムとは｣と 2部目は留

学生のマルユッカさんにフィンランドの紹介など

を行っていただきます。 

 青少年交換の歴史／1920年代ヨーロッパで始

まり戦争で中断。1946年再開され 1950年代ロー

タリー青少年交換の原型に発展し、1972年国際ロ

ータリーの正式プログラムになりました。 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥47474747,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥666668686868,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

フィンランドは北欧のスヴェーデンとロシアの

間に位置しています。人口は 544万ぐらいでかな

り小さな国です。首都はヘルシンキです。 

フィンランドでは四季がありますが、冬は一番

長い季節です。冬に雪がたくさん降り、湖や川も

｢私の母国フィンランドについて｣｢私の母国フィンランドについて｣｢私の母国フィンランドについて｣｢私の母国フィンランドについて｣    

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

こんにちは！今年

の交換留学生、マルユ

ッカ・ピーロネンで

す。大阪大手前の 9月

19 日の例会にスピー

チをさせていただき

ました。そのスピーチ

にはフィンランドに

ついて話しました。 

この事業の意義は、15歳～18歳までの高校生

を外国に派遣し、同時に派遣国から学生を受け入

れ相互に異なった生活様式を経験させることで、

国際理解を深め平和基盤を築き人格形成の機会を

与えるプログラムになっております。世界で年間

約 8000人が参加しております。 

交換の種類は長期(1年)・短期(数日～数週間)・

新世代交換(3～6週間)があります。現状、2660地

区では 1986年～2013年の 27年間実施しており、

参加クラブ数は 83クラブ中 57で累計参加学生は

172人になります。今期は 10名の交換を行ってお

ります。交換相手国は英語圏・ヨーロッパ・中南

米・そのほかとなっております。 

そして、危機管理の観点から青少年活動の安全

な環境をつくる為、地区組織内に危機管理委員会

を設置しております。また帰国生には、必ず

ROTEX に参加して頂きます。自らの経験を活か

し来日学生や派遣候補生の相談役となっていただ

きます。来日学生への指導や見守りもしっかりと

したルールのもと事業を行っています。セクハラ

問題をはじめ事件・事故に巻き込まれないよう、

そして留学生としての本分をしっかり出来るよう

に地区・ホストクラブ・ホストファミリー・学校

が連携し協力しながらプログラムにあたります。 

最後に青少年交換委員会からのお願いしとしま

して、派遣希望者のホストクラブになってくださ

い。そして、ホストファミリーになってください。

それと、派遣学生の坂田成実さんのフィンランド

での派遣生活の紹介を行いたいのですが、今回紹

介する画像がうまく表示されませんので｢ナルミ

フィンランド日記｣という題名で Blogを UPして

おりますので、皆さん一度閲覧してみてください。

ありがとうございました。 



 国内ビジター 3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  24名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  6名 

<9 月 19 日の出席率 81.82％>  

Make up を含む 8/29 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

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：2014年 9月 20日(土)～21日(日) 

場所：有馬温泉(古泉閣) 

今年も青少年交換来日学生の一泊研修を行いま

した。昨年度までは 2680 地区との合同研修でし

たが、本年度より当地区単独の開催と成りました。 

まずは、ロータリアン・ローテックス・来日学

生をチーム分けし、担当ロータリアンの自家用車

で最初の目的地、｢立杭 陶の里｣に集合。ロクロ

を廻して陶芸体験に挑戦しました。各自真剣な眼

差しで作品を作っていました。 

 

 

 

 

 

10101010 月月月月 3333 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｣    

9999 月月月月 26262626 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

カリフラワーのクリームスープカリフラワーのクリームスープカリフラワーのクリームスープカリフラワーのクリームスープ    デュバリー夫人風デュバリー夫人風デュバリー夫人風デュバリー夫人風    

国産牛のソテー国産牛のソテー国産牛のソテー国産牛のソテー    玉葱をたっぷりのせて玉葱をたっぷりのせて玉葱をたっぷりのせて玉葱をたっぷりのせて    

フランスフランスフランスフランス    モー産の粒マスタードでモー産の粒マスタードでモー産の粒マスタードでモー産の粒マスタードで    

サラダサラダサラダサラダ    

ベイリーズ風味のアイスと洋梨コンポートベイリーズ風味のアイスと洋梨コンポートベイリーズ風味のアイスと洋梨コンポートベイリーズ風味のアイスと洋梨コンポート    

カラメルオレンジソースと共にカラメルオレンジソースと共にカラメルオレンジソースと共にカラメルオレンジソースと共に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    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    ――――    

凍りますからウインタースポーツの国です。寒さ

に対して、たいていのフィンランド人の家にはサ

ウナがあります。そして夏になったら、サウナを

入って湖に泳いで、それを何度も繰り返すのは大

人気の趣味です。 

私が住んでいる町はロヴァニエミと言い、北極

圏のすぐ近くにあります。とても小さくて人口の

少ない町ですけどクリスマスが近づいたら観光客

でいっぱいなります。その理由は、サンタさんが

ロヴァ二エミに住んでいるからです。そしてそれ

だけではなく、冬にはオーロラも見えます。だか

らこそロヴァニエミは見応えのある町と思いま

す。 

スピーチを聴いてくれた方々に、ありがとうご

ざいました。また来月お会いしましょう！ 

その後、宿泊地である｢有馬温泉 古泉閣｣に移

動し、琴・三味線・尺八の演奏を聞かせて頂いた

後、実際に楽器を弾いたり吹いたりさせてもらい

ました。 

琴は爪を付けて弾けば音がでるのですが、尺八

は幾ら吹いても中々音が出ず苦労していました

が、初めての体験に大変楽しそうでした。 

その後の温泉への入浴は初体験の子もいたよう

ですが、すごく喜んでいました。 

夕食のバーベキューを食べた後の、ローテック

ス主催ゲーム大会では私達も多いに楽しませても

らいました。翌日は、ホテルをチェックアウトし

有馬温泉街をグループ毎に散策、全員で昼食のカ

レーライスを食べて後解散しました。 

今年は来日学生が 10 名と近年には無い多人数

ですので、予算を始め色々と大変でしたが、来日

学生には有意義な研修旅行であったと思います。 

追伸、21日竹森青少年奉仕委員長が合流してく

れ、当クラブ来日学生のマルユッカをホストファ

ミリー宅まで送って帰ってくれました。 

金髙会長、私が今年 5年目で任期満了ですので、

来年度は是非地区委員会への推薦よろしくお願い

します。地区委員会メンバーとも殆どが顔見知り

です。 


