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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、大阪東RCの岩本様と本年度地区交換留

学生マルユッカさん、元地区交換留学生イイダさ

んの3名のお客様をお迎えしております。岩本様に

は昨年に引き続きのご来訪、ありがとうございま

す。本年もよろしくお願い致します。 

また、マルユッカさんとイイダさんからは後ほ

ど近況についてお話しして頂きます。皆さんよう

こそいらっしゃいました。ごゆっくりお過ごしく

ださい。 

まず、うれしいお知らせですが、当クラブの会

員であった松葉さんの大阪弁護士会会長就任が先

週末に決定致しましたので報告いたします。責任

感の強い松葉さんのことですから激務の会長職を

立派にやり遂げ、1年半後にはきっとクラブに戻っ

てこられると思います。皆さんも応援してあげて

ください。 

さて、神戸の大震災から明日で20年がたちま

す。早朝の大きな揺れと武庫川の堤防から見た神

戸方向に上がる幾筋もの煙が今でも印象に残って

います。私も寸断された鉄道を乗り継いで鉄道の

不通箇所は徒歩で神戸に震災法律相談に出かけま

したが、相談所がおかれた神戸弁護士会館に多数

の被災者が避難されていたことを覚えております。 

あの年は日本のターニングポイントともいうべ

き年で、3月にはオウムサリン事件が発生し世相を

一層暗くしていましたが、逆に、ボランティア元

年とも言われるように人々の助け合いや絆が人々

の間に芽生えた年でもありました。 

その流れは現在も脈々と引き継がれ、東日本大

震災発生の際のボランティア活動にも受け継がれ

ていると思います。 

本日は、会員研修委員会担当卓話ですが、北村

委員長、奉仕の神髄も含め、レクチャー宜しくお

願い致します。 

――――    臨時臨時臨時臨時理事会議事録理事会議事録理事会議事録理事会議事録    ――――    
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2015 年 1 月 23 日 第 1527 回例会 
ロータリー理解推進月間 

◎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◎次週週週週((((1111 月月月月 30303030 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢刑事弁護について刑事弁護について刑事弁護について刑事弁護について｣｣｣｣    

金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸会員会員会員会員    

･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢みかんの花咲く丘みかんの花咲く丘みかんの花咲く丘みかんの花咲く丘｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ウィメノミクスウィメノミクスウィメノミクスウィメノミクス    ビジネスライフビジネスライフビジネスライフビジネスライフ｣｣｣｣    

にちほクラウド電力株式会社にちほクラウド電力株式会社にちほクラウド電力株式会社にちほクラウド電力株式会社    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    鈴木あかり鈴木あかり鈴木あかり鈴木あかり氏氏氏氏    

((((木村木村木村木村    節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介))))    

･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「「「「デュエットデュエットデュエットデュエット」」」」    

日 時：2015年 1月 16日(金) 

審議議案： 

1．青少年奉仕委員会より元青少年交換留学生イイ

ダさんの 1月 16日分ビジターフィを委員会費

より拠出する旨、承認。 



朝槻・・・世界で日本は今や大ブーム。美しい日

本に幸あれ。 

長谷・・・明日は阪神淡路大震災から 20 年にな

ります。私の人生観が大きく変わりま

した。私にとって忘れられない日で

す。 

金髙・・・イイダさん、マルユッカさん、いらっ

しゃい。北村くん、卓話よろしく。 

北村・・・本日卓話、皆さんご意見宜しくお願い致

します。 

岡本・・・マルちゃん、イーダちゃん、ようこそ！ 

大本・・・先週欠席のお詫び。本日定例理事会と

来週のクラブ協議会よろしくお願い致

します。マルユッカさん、イイダさん

ようこそ！北村さん、卓話楽しみです。 

佐々木・・先週やっと初孫に恵まれました。 

曽我部・・遅ればせながら謹賀新年です。 

辻村・・・イーダ、久しぶりです。マルちゃん、

ようこそ。北村さん、卓話がんばって

下さい。 

山本・・・イイダさんとマルユッカさん、ようこ

そいらっしゃいました。 

1 配布物 

① 4-6月のプログラム予定表 

2 本日例会後 2月度定例理事会です。 

3 来週はクラブ協議会が開催されます。協議会用

資料と出欠ご返事未だの方おられましたら至急

お願いします。 

4 先週会費納入のお願いを郵送しております。 期

日までのお振込お願い致します。 

こんにちは、交換留

学生のマルユッカ・ピ

ーロネンです。皆さ

ん、あけましておめで

とうございます！今

年もよろしくお願い

します！ 

今月の 5日にホスト

ファミリーが変わって、今中林さんのご家族にお世

話になっています。お家は広くて住みやすいし、皆

さんが私のことを優しくしてくれて安心しました。 

実は、数年前、私と同じようにフィンランドか

ら大阪に留学に来ていたイーダも一緒に住んでい

ますが、面白いことにあまりフィンランド語でお

話をしたことがないです。 

たとえば先日、二人とも｢押しピーノ｣という言

葉がフィンランド語でなんていうのかをさっぱり

忘れてしまって日本語で話しながら考えました。

けれども結局、頭に浮かばなくて辞書を引かない

といけませんでした。こういうふうに毎日面白く

過ごせて私はとてもラッキーな留学生だと思いま

す。 

してから、波乱万丈な 3年間でした。高校を卒業

して、グラフィック･デザインの大学を 2年間弱通

いました。現在、勉強を一時的に中止して、色々

な国へ旅行をしています。昨年の末、2 ヶ月間ほ

どヒッチハイクに挑戦して北ヨーロッパの旅をし

ました。 

これからまた語学が頑張りたいのです。できれ

明けましておめで

とうございます。ご無

沙汰しております。

2010～2011 年に当ク

ラブにお世話になっ

た留学生のイーダで

す。 

2011 年の秋に帰国

・・・・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    

1 月 30 日(金)の例会終了後、帝国ホテル大阪 1

階のクラブラウンジにて第 6 回の親睦活動委員会

を開催します。議題は 32 周年記念例会について

です。皆さんのご出席をお願いします。 

――――    青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告    ――――    

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

――――    元元元元青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告    ――――    

IidaIidaIidaIida    ArvidssonArvidssonArvidssonArvidsson    

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33334444,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,333352525252,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    ――――    

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



広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

 ここ暫くの睡眠不足から、当日朝 8 時頃に目が

覚めました。慌てて身支度して早足で急ぐこと 15

分、会場に開会 2分前に滑り込みました。 

 今年度第 2 回目の広報委員長会議で、主として

5 月の『ロータリーフェスティバル』が採りあげ

られていました。中央公会堂を全館借り切って行

う催しは広範囲なことができるようです。一部の

ホールをクラブが事前に申請して専用で使用する

ことも可能と聞きました。楽しいイベントになる

と思います。 

 このフェスティバルで大きく取り上げられるも

のに『危険ドラッグ撲滅運動』があります。昨年

11月にNHKで放映された特集番組に少し手を加

えた DVD が紹介され、危険ドラッグの発生源や

輸入国などを表示し、実際に使用した人による交

通事故や他の事故など、その恐ろしさを伝えるの

に十分な資料でした。 

コピーを貸してほしいとお願いしましたら、『用

会員研修委員会担当卓話会員研修委員会担当卓話会員研修委員会担当卓話会員研修委員会担当卓話    

｢｢｢｢ロータリー情報会員研修事業を振り返ってロータリー情報会員研修事業を振り返ってロータリー情報会員研修事業を振り返ってロータリー情報会員研修事業を振り返って｣｣｣｣    

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 

2003年から現在まで、ロータリー情報会員研修

事業の内容を過去の報告をもとに振り返りまし

た。事業内容のご紹介に続き、各年の委員長、委

員、参加者のみなさまの方針、所感をお伺いいた

しました。 

座学による知識の共有、経験の長い先輩からの

経験談の伝授、ボトムアップの議論、問題提起に

よる討論などのパターンがあります。 

本年度は経験談の伝授を行ったので、知識の共

有と、その知識に関連し要望のあるトピックにつ

いての討論を行ってみたいと思っております。（謝

辞 事務局黒田様、お忙しい中資料提供ありがと

うございました。） 

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

先月 22 日に相馬を訪問し震災以降、現地の企

業として何かお役に立つことを考えている旨をお

話してきましたが、市長が生活に一番大切な米を

提供してくれたらありがたいとの事で寄贈式に行

って参りました。 

当社が相馬と菊池に工場があり両方米どころと

して知られているので今回は菊池の米をあえてお

送りする事にしました。 

立谷市長が高齢者のために又、孤独死を防ぐた

めに数件の長屋を建設しグループで住まわせてい

る事をお聞きし今回その長屋への寄贈となりまし

た。 

当然菊池市の市長とも先日お会いして菊池米の

普及に努めてきたことを報告した事は言うまでも

ありません。 

現地のマスコミに取り上げられたので紹介しま

す。 

意します』との回答で間もなくクラブ宛に届くと

思われます。クラブで例会に採りあげてみんなで

学習する必要があると感じました。 

ば今年中にスェーデンの大学を目指して一生懸命

頑張りたいと思います。 

お久しぶりに皆さんとお会いできて嬉しいで

す。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

1111 月月月月 23232323 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

ミックスシーフードフライのカレーミックスシーフードフライのカレーミックスシーフードフライのカレーミックスシーフードフライのカレー    

バターライス添えバターライス添えバターライス添えバターライス添え    

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    

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

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    

――――    地区広報委員長会議地区広報委員長会議地区広報委員長会議地区広報委員長会議報告報告報告報告    ――――    



 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  0名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  2名    会 員 欠 席  5名 

<1 月 16 日の出席率 84.38％>  

Make up を含む 12/12 の出席率 86.67％ 

――――    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    

全国青少年交換シンポジウム 

日時：2015年 1月 18日(日)10：45～16：00 

場所：神戸国際会議場 

 2680地区主催で全国から青少年交換関係のメ

ンバーの方々が多数集まり開催されました。 

第 1部の基調講演では、インドに留学していた

学生の留学生活の話を聞き大変感動しました。イ

ンドと日本との生活習慣の違いは我々の想像を絶

するもので聞いていて涙が出ました。そこで彼女

は多くを学び、自分の置かれた日本という国の環

境の素晴らしさに感謝を覚え大きく成長しまし

た。 

第 2部は、A派遣生に関して、B学校・ホスト

ファミリーに関して、C危機管理に関してと、3

つの分科会に分かれて討論をしました。私は Aに

参加しましたが、全国のメンバーの大変貴重な意

見を聞けてとても良い会でしたし、地区毎のいろ

んな面での違いにびっくりしました。 

この会は初めての試みでしたが、次年度以降も

継続して開催すべきだと思いました。 

・・・・1111 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会（上半期報告・下半期計画） 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・・・・1111 月月月月 31313131 日日日日((((土土土土))))        7777：：：：33330000 出発出発出発出発    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

南淡路日帰りバスツアー 

   (帝国ホテル 1 階集合) 

・・・・2222 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：40404040～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・2222 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    

歴代会長・幹事会 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・2222 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・2222 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        18181818：：：：45454545～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

ボランティアを励ます会 

   (場所未定) 

んだ。会員は企業経営者や事業所の代表が大半で、

｢希望と違う職種に配属されることもある。そこで

困難に直面した場合どうやって克服しますか｣な

ど具体的な内容で質問。また、｢面接マニュアルの

内容をそのまま話してもだめ｣と厳しく指摘する

一方、｢履物をそろえたりするなど日常生活からき

ちんとすることが大切だ｣と経営者の視点から職

業人に求められる素養などを説いた。生徒たちは

本番さながらの緊張感で模擬面接を受け、助言に

はうなずきながら聞き入っていた。 

会員もこの事業を通じて自分自身の職業を振り

返り、自分の中にある職業観を見直すと同時に、

自分のロータリー観、職業奉仕に対する考え方を

磨く場になっていると思う。 

｢｢｢｢地元高校果樹園芸科の生徒に面接指導地元高校果樹園芸科の生徒に面接指導地元高校果樹園芸科の生徒に面接指導地元高校果樹園芸科の生徒に面接指導｣｣｣｣    

寒河江ロータリークラブ寒河江ロータリークラブ寒河江ロータリークラブ寒河江ロータリークラブ    

((((第第第第 2800280028002800 地区地区地区地区    山形県山形県山形県山形県))))    

9月 3日、山形県立寒河江高等学校農業校舎(果

樹園芸科)の生徒を対象に同校校舎で面接指導を

行った。同科は本年度限りでの閉科が決まってお

り、最後の卒業生たちが実践さながらの面接指導

や経営者らの言葉に耳を傾け、職業観を養った。 

この活動は、職業理念教育の一環で 2007-08年

度から続けてきた。最後となる本年度は会員 13

人が面接官役を務め、生徒 16 人が模擬面接に臨

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 1111 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 

 

 

 

 

 

 

  

1111 月月月月 30303030 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｣    

――――    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    ――――    

――――    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    ――――    


