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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    

本日は先週に引き続き大阪東RCの岩本様を迎

えしております。岩本様からはニコニコも頂戴し

ております。ごゆっくりお過ごしください。 

先週例会終了直後、シェラトン都ホテル大阪に

移動し、多数の会員の皆様とともに地区大会第1

日目の開会式、分科会、RI会長代理夫妻歓迎晩餐

会に出席してまいりましたが、会長・研修リーダ

ー部門は高野山真言宗元管長の松長有慶先生のお

話しで大変奥深く感動的な講演でした。 

翌土曜日にはフェスティバルホールで大会2日

目の本会議に出席し、午後3時40分からは特別企

画である小椋桂さんの記念コンサートで小椋さん

の語りと歌に大きな感銘を受け遥か昔の青春時代

を懐かしく思い出しました。 

このように全体としては盛大で感銘的な地区大

会でしたが、一つだけ大変残念なことがありまし

た。RI会長代理の歓迎晩餐会での挨拶の内容につ

いてです。 

ディナーの前の長い演説にも閉口しましたが、

それだけではなく彼のスピーチが従軍慰安婦問題

や豊臣秀吉の朝鮮出兵等の政治や歴史問題にかか

わる内容を多数含んでいたことでした。 

ロータリアンとなって19年間、私は、諸先輩方

よりロータリーの奉仕活動は政治や宗教、人種、

民族を超えるもので、政治問題等を活動に持ち込

んではならないと厳しく教えられ、自分の信条と

 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  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 
<12 月 12 日の出席率 82.35％>  

Make up を含む 11/21 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

1 本日例会終了後 1月度理事会です。出席義務の

皆様宜しくお願いします。 

2 来週 19日は Xmas例会です。 

3 今月26日と年明け1月2日の例会はお休みです。 

してまいりましたので、このような内容のスピー

チを聞かされて大変衝撃を受けました。 

不愉快な思いをしたのは私だけではないと思い

ますが、このような人物がロータリアンで、それ

もRIの役員であることが大変残念で後味の悪さ

を感じました。 

明日は、いよいよ大手前整肢学園クリスマス会

のバザー開催です。社会奉仕委員会の皆様はじめ

参加してくださる皆様、よろしくお願い致します。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させてい

ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。ただきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。    
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2014 年 12 月 19 日 第 1524 回例会 
家族月間 

◎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◎次◎次◎次回回回回((((1111 月月月月 9999 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･例会（･例会（･例会（･例会（17171717：：：：30303030～～～～    ））））    

････クリスマス家族会クリスマス家族会クリスマス家族会クリスマス家族会（（（（18181818：：：：10101010～～～～    ））））    

――――    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    

･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    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢新年を迎えて新年を迎えて新年を迎えて新年を迎えて｣｣｣｣    

金髙金髙金髙金髙    好伸会長好伸会長好伸会長好伸会長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「幸福幸福幸福幸福」」」」    

1111 月月月月 9999 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｣    

――――    幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    ――――    



大阪東 RC岩本恭治氏 

・・・連続でお世話になります。 

金髙・・・先週の地区大会出席ごくろう様、明日

の整肢学園クリスマス会よろしくお願

いします。 

木村・・・山本委員長ケッパレ！ 

松田・・・皆さん、地区大会お疲れ様でした。山

本さん、卓話楽しみにしてます！ 

中野・・・本日早退のお詫び。 

大本・・・地区大会参加の皆様ありがとうござい

ました。明日の大手前整肢学園バザー

の御参加よろしくお願いします。本日

の松葉会員送別会欠席のお詫び。依津

子さん卓話楽しみです。 

山本・・・今日は私の卓話です。皆さんよろしく

お願い致します。 

｢｢｢｢アメリカ西海岸の旅を振り返りアメリカ西海岸の旅を振り返りアメリカ西海岸の旅を振り返りアメリカ西海岸の旅を振り返り｣｣｣｣    
山本山本山本山本    依津子依津子依津子依津子    

初めての長期旅行。これにいたったのは、ここ数

年、なかなか夫婦の時間が諸事情の為取れなかった

ためで、ようやく実現しました。 

行先はアメリカ西海岸。山ほどの写真をパソコン

でいつでも、どこでも簡単に見れるよう考えた。こ

れに堪能な友人と一緒に毎晩遅くまで写真を選び

作成した。やっと行程通り出来上がり、動画もまじ

え良い記念となった。 

写真の説明は、現地のガイドさんから聞いた生の

情報。旅先で毎日、聞き漏らさないようにメモし、

とても役に立った。 

今回、素晴らしい景色を皆さんにお見せしたい

と、卓話に使わせていただきました。 

では、しばらく、皆さんアメリカ西海岸にお付き

合いください。 

まず、成田から、11時間の空の旅を終えて、サン

ディエゴ、北にむかってラスベガス、このあたりに

・・・・会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会    
委員長委員長委員長委員長    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝    

増強委員会のアンケートがほぼ全員集まりまし

た。後日、皆様のご意見等をまとめお配りします。

また新しい会員のご紹介宜しくお願い致します。 

・・・・親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    
委員長委員長委員長委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

来週はいよいよクリスマス家族会です。皆さん

のご参加をお待ちしています。あわせて当日行わ

れるプレゼント交換のための品物は、受付の時に

お預かりしますので、お忘れのないようにお願い

します。 

は世界自然遺産が点在しています。グランドキャニ

オン、アンテロープキャニオン、ザイオン世界自然

遺産など。 

サンディエゴ…赤い靴履いてた女の子の舞台。横

浜と姉妹都市。ラスベガスの道中、イバンバのソー

ラーシステム 世界最大の太陽光発電所。幅8キロ。

夜のラスベガス…砂漠のど真ん中に出来た 24 時間

節電と全く関係のない眠らない街、昼と夜の差は、

かなりあります。光の洪水と呼ばれています。 

フリーモントストリート…音楽と光の館、この上

もなく騒々しいです。動画を交えて。夜のラスベガ

ス、噴水の動画を交えて。タワー、西海岸 1のタワ

ー、ザイオン国立公園…ここはインディアンの居留

地、日本人はあまり行かない。ザイオンの湧水は水

質が非常に良いので飲むことができます。ザイオン

一帯はパワースポットになっている。地面からパワ

ーがでる。石の中に水晶の光がみえる。モーゼの十

戒聖書の言葉に出てくるシオンの山、シオンは聖水

という意味、ヘブライ語でザイオンと言う。 

アンテロープキャニオン…岩の割れ目に出来た

不思議な回廊というか、洞窟。隙間に鉄砲水が流れ

込むことで、水の中のような、幻想的な形に削られ

て造られました。天井から差し込む光の加減によっ

て七色に変わる。神秘的な造形でプロの写真家を、

虜にしているそうです。ビザカードのコマーシャル

にでている。雨がふったら、危険なため、入場はで

きない。雨の度に浸食が進んでいる。動画を交えて。 

モニュメントバレー…インディアンの居留地。西

部劇の映画をほとんど、ジョンフォンド監督が撮影

した。 

グランドキャニオンフォースシューベルト…こ

こは、絵葉書で有名。西日のグランドキャニオン、

日没のグランドキャニオン、日没に合わせて観光客

が集まる超有名な光景。西陽が当たると光と影の幻

想的な光景に変化してゆくその瞬間、別世界に吸い

込まれそうな感覚、全細胞がその気配を感じ取っ

た。 

フーバーダム…琵琶湖の 1.5倍 344億トンの水が

たまっている。横の長さ 379メートル、この工事で

熱中症になりかなりの人が死亡。水だけではダメ、

塩もミネラルも必要。そこでポカリスエットが誕生

した。 

グランドキャニオンのヘリコプターの遊覧…30

分 195ドル。ヘリから見える河はコロラド河、雄大

です。絶景です。1979年に世界遺産に登録。 

ルート 66…駅馬車の時代からの道。1926年東のシ

カゴから西のサンタモニカまでと通りぬけた。オー

トバイのハーレイ乗りは、フリーウエイのほうが早

いのに旧ルート 66を通ってぬけるそうです。こだわ

りを持った人が多いそうです。当時エルビスプレス

リーとかモンローが 150年前に大変活躍した。 

ハリウッドブルーバードストリート…お土産物

が山ほど売っている。女優男優の足型、手形の人気

はやはり、モンローとブラットピット。 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥23232323,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,111147474747,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

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



社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長    岡田岡田岡田岡田    耕耕耕耕平平平平    
12 月 13 日(土)、大手前整肢体学園でクリスマ

ス会が開催されました。当日は金髙会長、大本幹

事、そして社会奉仕委員会から竹森、長谷、小林、

中村(不)、中野、岡本、曽我部、山本、岡田の各

委員が、また三木会員、中林会員、辻村会員も両

手一杯の商品を持って駆けつけて下さいました。 

クリスマス会の冒頭で、金髙会長から障害を持

つ子供でも遊ぶ事の出来る遊具を寄贈させていた

だき、後日、この遊具で子供たちが楽しそうに遊

んでくれるだろうと、こちらがワクワクしてしま

いました。 

3.113.113.113.11 震災支援特別委員震災支援特別委員震災支援特別委員震災支援特別委員    中野中野中野中野    裕司裕司裕司裕司    
12月 2日石巻市 BE ONEに訪問してまいりま

した。目的は地区補助金制度を活用した奉仕内容

の確認です。 

これから寒さが厳しくなるのでその対策として

3.113.113.113.11 震災支援特別震災支援特別震災支援特別震災支援特別委員委員委員委員長長長長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    
岡本前年度社会奉仕委員長から引継ぎ、地区補

助金を活用して支援をしている｢BE ONE 東北支

援｣が運営する｢The ROCK｣の代表であるチャド

氏から途中経過を含めたお礼のメールが届きまし

たので、ご紹介いたします。 

｢お世話になっております。石巻はだんだんと寒

くなってきており、支援頂いた玄関が大いに活躍

しています。玄関のおかげで室内の温度が 1.5～2

度は上がりました。本当にその際はありがとうご

ざいました。今回支援していただいた件につきま

して、報告したいと思います。 

新機材、断熱作業、クライミングホールドの方

は購入・設置済みです。それ以外では、ライティ

ングの方が残っています。まだ、壊れにくく、簡

単に設置できるスポットライトを探しておりま

す。今まで見てきたのは、設置困難または投光量

不足で断念してきました。最適なスポットライト

を見つけ次第購入し設置したいと思っておりま

す。いつもありがとうございます。｣ 

続いて竹森サンタから子供達へプレゼントの手

渡し！学園の職員の方にも手伝っていただき120人

分のプレゼントを配りました。どの子供達も眩しい

笑顔でプレゼントを受け取り、その光景は私たちの

心を温かくさせてくれました。 

そして午後からは、いよいよバザーの開始！ 最

初は、思うように売る事が出来ませんでしたが｢こ

の売上金の全てを子供達へのプレゼントと遊具の

資金に充てます｣と大声で訴え始めてからは徐々に

サンタモニカ…別荘地が多くのんびりした海辺

のきれいな街。 

メキシコに行く税関…アメリカからメキシコに

入るのは、税関が軽くて速い。メキシコからアメリ

カに入るのは税関が厳しく途方もなく時間がかか

る。メキシコ ティファナ…タコスのランチ。タコ

ス＝トウモロコシの粉で焼いた皮に野菜、肉をまい

たもの。 

以上これでスライドを終わります。振り返ってみ

ますと、これからも環境の許す限り旅をして日本の

良さを沢山感じ取りたいと思います。そのために

は、まだまだ仕事を通じ社会貢献をして学び続けて

行きたいと思っております。今後とも宜しくお願い

いたします。お時間となりましたのでこれで終わら

せて戴います。ご清聴誠に有難うございます。 

の断熱材の強化や新しいトレーニング設備の設置

等申請内容に沿って順調に進んでいました。 

最近は以前にも増して石巻市以外の遠方からも

噂を聞きつけて子供達が親の付き添いで土日遊び

に来るそうです。あとは室内の LED 照明の設置

等が残っているそうです。 

チャドさんから大手前ロータリークラブの皆様

に｢寒さに負けずに頑張っています、御自愛下さ

い｣とのことでした。  

 

 

――――    大手前大手前大手前大手前整肢学園整肢学園整肢学園整肢学園クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会報告報告報告報告    ――――    

――――    石巻石巻石巻石巻報告報告報告報告    ――――    



13名の参加でしたが本年一番の冷え込みで併

せて強風の中でのプレーとなり、皆様大変スコア

メイクに苦労されました。やはり長年のテクニッ

クの冴えで犬伏会員が優勝されました。第二位は

ハンデ頭の河野会員、そして第三位に小林会員が

入賞され、併せて女性が四名以上出席の時に特別

賞を贈呈するとの規約に基づき、特別賞を受け取

られました。 

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 12月 13日(土) 

場所：シティプラザ大阪 

◆第 6回青少年交換委員会 13：30～15：00 

・今年度の派遣候補生の派遣先が、フランス 1名・

フィンランド 1名・カナダ 1名・アメリカ 2名

で決定しました。 

 ・東京研修旅行・広島研修旅行について、今年度

はローテックスに企画を立ててもらうことと

成りました。 

 ・次年度委員会構成について、本年度委員 5名が

抜け、新メンバー7名が入る事に成りました。

主要メンバーが抜けるので、まろちゃん頑張っ

てや。 

・次回委員会 1月 10日(土) 13：30～15：00 

◆第 2回オリエンテーション 15：00～16：30 

 ・本年度は、男 3名女 2名の派遣候補生となりま

した。この時期毎年そうですが、英語のスピー

チにかなりの個人差があります。派遣先も決定

してこれから半年、頑張って派遣生と成れるよ

う指導していきます。 

・次回オリエンテーション 

1月 10日(土) 15：00～17：00 

◆ROTEX主催クリスマスパーティ 17：30～19：30 

 毎年恒例のクリスマスパーティが開催されまし

た、昨年度は委員長でしたので挨拶とかありまし

たが、今年は気楽なものでした。10名の来日学生

の日本語によるスピーチはとても楽しく、この 5

カ月で皆日本語がすごく上手くなっていてビッ

クリしました。 

当クラブ来日学生のマルユッカは、皆さんご存じ

のように日本語のスピーチは完璧で、その上ギタ

ーでフィンランドのクリスマスソングの弾き語

りもしてくれ、大変好評でした。ひとつ心配なの

が、日本に来た時は綺麗な発音での言葉使いだっ

たのが、大阪弁に近づいてきていることです。 

ゴルフ同好会幹事ゴルフ同好会幹事ゴルフ同好会幹事ゴルフ同好会幹事    佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    
会員の皆様方にはやや旧聞に属する報告で誠に

申し訳ありませんが、先日 12月 2日(火)第二回今

年度ゴルフコンペが奈良の飛鳥カントリークラブ

で開催されました。 

売れ始めました。そし

て若干の商品は余っ

てしまいましたが、何

とか目標額に到達す

る事ができ、売上金を

学園側にお渡しいた

しました。 

学園側からは｢こ

こ数年、大手前 RC

さんには、このクリ

スマス会に出てもら

えず、残念でしたが、久し振りに盛り上げていた

だき、大変、嬉しく思います。是非、来年もご協

力をお願いします｣とのお言葉いただき、微力なが

ら、お役にたてたという実感が湧いてきたと同時

に、是非、次年度以降も、この事業を継続させた

いと強く感じました。 

末文になりましたが、当日お手伝いをいただい

た皆様、また多くの商品をお寄せいただいた会員

の皆様、そして朝早くから尽力いただいた事務局

の黒田さん、本当にありがとうございました。 

初めてこのコースを廻る方もいらっしゃった

り、このコースでハーフ 34 をだされた方もいら

っしゃったようですが、是非お天気の良い日に又

チャレンジして下さい。 

次回開催も決定しました。来年の 4月 11日(土)

池田カントリークラブで開催します。当クラブで

は 3名の方が会員です。是非皆様のご参加をお願

いします。 
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