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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の佐藤様、山本様、南様、大

阪北RCの小林様、大阪城北RCの黒岩様、木村会

員の代理卓話をしていただく鈴木あかり様、アシ

スタントをしていただく木村会員のお嬢様の木村  

真希様の7名のお客様をお迎えしております。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。 

さて、28日水曜日にIM6組会長幹事会である睦

輪会に大本幹事とともに出席してまいりました。

私は、役員・理事、会員諸氏に支えられ、大過な

く会務を運営することができ、大変恵まれている

と報告いたしましたが、他クラブの会長さん達の

お話を聞いていると、必ずしも私と同じではなく、

それぞれが、上半期に次年度引き継ぎの問題や会

員間のトラブル、事務局体制の問題、女性会員入

会問題等で大変ご苦労なさっている様子がわかり

ました。 

大阪RCでは今期2名の女性会員の入会がありま

したが、会内のコンセンサスを図るためたいそう

ご苦労なさったそうです。我クラブでもかつてそ

のような議論がありましたが、大分昔のことの

ように思います。 

現在、我クラブでは優秀で個性豊かな女性会員

が活躍され、会務の中枢を担ってくれております

ので、何をいまさらという感じがしますが、大組

織で伝統のあるクラブにもそれなりの苦労がある

ことを感じました。 

初代女性会員の長谷会員から25日の誕生日に

バースデーカードと本を頂きましたが、62歳にも

なると他に誕生日のプレゼントを送ってくれる人

はなく、大変うれしく感じロータリーを通じて得

た友人のありがたみを感じました。ありがとうご

ざいました。 

明日はいよいよ親睦家族旅行です。天気も行楽

日和、灘黒岩水仙郷の500万本のスイセンが見ご

ろを迎えているそうです。楽しみにしています。 

2222 月月月月 6666 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

和食 

松花堂弁当 

なだ万 
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2015 年 2 月 6 日 第 1529 回例会 
世界理解月間 

◎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((((2222 月月月月 13131313 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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((((国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕についてについてについてについて｣｣｣｣    

三木三木三木三木    元昭委員長元昭委員長元昭委員長元昭委員長    

･ノミニー理事会･ノミニー理事会･ノミニー理事会･ノミニー理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･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」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢上を向いて上を向いて上を向いて上を向いて歩こう歩こう歩こう歩こう｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢美し国美し国美し国美し国    日本日本日本日本    

～ケネディー・クリントンの尊敬する人は？～～ケネディー・クリントンの尊敬する人は？～～ケネディー・クリントンの尊敬する人は？～～ケネディー・クリントンの尊敬する人は？～｣｣｣｣    

朝槻朝槻朝槻朝槻    真紀子真紀子真紀子真紀子会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノー「「「「愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌」」」」    

 



金髙・・・明日、南淡路の旅、楽しみにしていま

す。 

木村・・・代理卓話が上手くいきます様に！ 

岡田・・・2週連続欠席のお詫び。 

大本・・・明日の親睦ツアー楽しみです！鈴木あ

かり様、卓話楽しみです。 

山本・・・明日は家族会です。松浦委員長、宜し

くお願い致します。 

 国内ビジター 5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  2名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<1 月 30 日の出席率 77.42％>  

Make up を含む 1/9 の出席率 89.66％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

1 配布物 東京ロータリーの会員 株式会社クマヒ

ラの会長 熊平 雅人様より毎年全国各クラブに

寄贈頂いている｢抜萃のつづり｣です。 

2  後期の会費納入期限は本日 30 日迄となってお

りますがお振込のお済みでない方もおられるよ

うですので、お心当たり御座いましたらご確認

の程お願い致します。 

｢｢｢｢ウィメノミクスビジネスライフウィメノミクスビジネスライフウィメノミクスビジネスライフウィメノミクスビジネスライフ    

～ウーマンパワー活用術～～ウーマンパワー活用術～～ウーマンパワー活用術～～ウーマンパワー活用術～｣｣｣｣    

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))))    

・・・・青少年青少年青少年青少年奉仕奉仕奉仕奉仕委員会委員会委員会委員会    

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    

本日、ポスティングしております第 2 回ロータ

リーファミリー地区献血開催 があります。場所の

詳細につきましては、改めてご案内致します。青

少年交換留学は、なんばバス停横で午前中 PR 活

動を行います。お時間の許す方は、是非お近くの

開催地で参加して下さい。宜しくお願い致します。 

今、｢ウィメノミクス｣

ビジネスでの女性の活用

への動きが大きくなって

います。では、その上手

な｢活用法｣とはどんなも

のなのでしょうか。私自

身これまで色々な資格の

取得に挑戦してきましたが、女性は新しいことに

挑戦し、勉強するのがとても得意です。また、一

見ビジネスに不向きに思われる特徴も上手く活か

す方法があります。 

例えば… ①女性は出世欲・将来目標がない？→ 

女性は短期目標型。最初は大きな目標がなくても、

細かい目標設定をすると一段一段階段を上ってい

きます。②女性は論理的ではなく感情的？→ お客

様も人間ですから最後は感情で決めます。論理で

は買ってくれません。買いたいなと思わせる感情

も大切です。③女性はおしゃべり？→女性は情報

交換・情報収集能力がとても高いです。また、き

め細やかな配慮が得意で世話焼きですから、これ

から企業に必要とされるサービス力の強化は得意

分野です。 

私は入社時、当時の社長から｢ビジネスで大切な

2 つのこと｣を学びました。一つ目は、｢お客様が

欲しいものを売る｣その為に、常にお客様の立場に

立って考えること。二つ目は｢戦略を立てる｣戦略

とは文字通り、戦いを略すこと。人と同じことを

して戦うのではなく、違うことをして戦いを略す

ことです。 

当社は電力販売の会社ですが、営業はほとんど

女性です。電気のような専門的な分野でも、お客

様は電気は素人ですから、専門用語ではなく分か

りやすい易しい言葉での説明が大切だからです。

また、女性の営業はお客様の警戒心が和らぐこと

で、最初のハードルを少し楽にクリアできる強み

もあります。これも、最初のハードルでの戦いを

略す一つの｢戦略｣です。 

今、電力の自由化が進み、関西電力以外から電

気を買うことで電気代を削減できます。当社は、

｢電気のかしこい方と使い方｣を女性の視点でアド

バイスし、お手伝いさせて頂いています。是非皆

さんの会社でも女性のパワーを活用されてはいか

がでしょうか。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥17171717,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,401401401401,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

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



渦潮クルーズ『咸臨丸』の旅の成功を期待しまし

た。10 時 50 分出航。鳴門大橋に近づく頃には渦

潮は最大限に達し、瀬戸内海からの潮流と、紀伊

水道から入り込む激しい潮流との激突。 

厳しい寒風の中も手伝って当クラブのメンバー

は勿論のこと、乗船している人みんなが、感動の

渦の中に浸っていました。あっという間の 1時間

の船旅でした。 

早朝みぞ れ

混じりの天候

も、明石大橋を

過ぎる辺りか

らは晴れ間も

顔を出し始め、

福良港からの

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

春というにはまだ遠い 1 月 31 日、寒さも厳し

い中、17名の会員と家族の皆さんが帝国ホテル大

阪の玄関に全員集合。予定通り 7時 30分に出発、

一路最初の目的地の福良港を目指しました。 

――――    南淡路への日帰りバスツアー報告南淡路への日帰りバスツアー報告南淡路への日帰りバスツアー報告南淡路への日帰りバスツアー報告    ――――    

 今回のツアーの 2 つ目の企画は淡路の魚と牛

肉、野菜を使ったフレンチ料理。2 月から改装に

入るホテルアナガでの会食。 

 さて最後の企画、日本三大自生の水仙郷のひと

つ『灘黒岩水仙郷』に到着。約 7haの園内に咲く

約 500万本の水仙は冬の淡路島の風物詩です。大

阪湾と紀伊水道から吹き上げてくる冬の厳しい風

に負けまいと、必死に山肌にしがみ付くように咲

く水仙の姿に感動。あえぎながら頂上まで登られ

た 17名全員の皆さんに敬意と感謝。 

 今回は 5 名の親睦委員が参加し運営しました

が、写真は大本幹事にお願いしました。ありがと

うございました。写真を楽しんで下さい。 

3 つのテーブルに分かれて心ゆくまで堪能。とり

わけ約 2 時間、楽しい会話に花咲き友好を暖めら

れたのではないでしょうか。 

 



・・・・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 

   (スティング) 

・・・・3333 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 32周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・3333 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

｢｢｢｢化女沼清掃活動とバーベキュー化女沼清掃活動とバーベキュー化女沼清掃活動とバーベキュー化女沼清掃活動とバーベキュー｣｣｣｣    

古川ロータリークラブ古川ロータリークラブ古川ロータリークラブ古川ロータリークラブ    

((((10101010 月月月月 5555 日日日日    第第第第 2520252025202520 地区地区地区地区    宮城県宮城県宮城県宮城県))))    

 地区内のローターアクター20 数人、古川東 RC

が世話クラブを務める中国出身の米山奨学生・霍

岩(カク・ガン)さん、会員 15人で、ラムサール条

約登録の湿地・化女沼(けじょぬま)の清掃活動を

実施。秋空の下、1周 4kmの沼の周りの、空き缶

や紙パックなどのごみを拾い集めてきれいにし、

渡り鳥が気持ちよく寄れるようにした。 

その後全員でバーベキュー。ホタテ、イカ、牛

肉、豚肉、野菜などを焼きながらビールで乾杯。

ロータリアンと若い人たちが楽しく談笑した。 

――――    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 2222 月号より月号より月号より月号より    ――――    

｢フィリピンの輝く子どもたちのために｣｢フィリピンの輝く子どもたちのために｣｢フィリピンの輝く子どもたちのために｣｢フィリピンの輝く子どもたちのために｣    

豊橋北ロータリークラブ豊橋北ロータリークラブ豊橋北ロータリークラブ豊橋北ロータリークラブ    佐久間佐久間佐久間佐久間    武美氏武美氏武美氏武美氏    

((((第第第第 2790279027902790 地区地区地区地区    愛知愛知愛知愛知県県県県))))    

 ｢継続は力なり｣ということわざがあります。言

葉ではたやすく言えますが、実際はそう簡単な話

ではありません。当クラブでは 2007‐08 年度の

国際奉仕事業として、フィリピン・マニラ首都圏

の最貧困地域にあるごみ集積跡地(スモーキーマ

ウンテン)にあるサンディワアン幼稚園を、会員

18 人が初めて訪問しました。3～6 歳の園児 500

人の約 8 割が栄養失調という状況があり、栄養失

調の子どもをなくそうという、目的で、栄養給食

支援プログラムを実施しました。 

 2008年 3月に現地を訪れ、2度目の栄養給食の

事業視察を行いましたが、今後もプログラムを継

続してほしいという現地の幼稚園の先生たちから

の要望もあり、当時の会長が｢一人でも多くの園児

たちの栄養改善をしたい｣と、同年 4月にクラブの

有志を募り｢SCN(Save Children by Nutrition)ク

ラブ＝子どもたちの栄養改善に手を差しのべる

会｣を発足させました。以来、45人の会員が 2010

年まで 3 年間継続して、毎年現地を訪れ支援活動

を行ってきました。 

 2011‐12年度のプログラム実施時、現地を訪問

した会員は、園児たちと一緒に踊ったり、現地の

父母の会が作った栄養バランスの良い給食を一人

ひとりに配膳したりしました。園児たちは給食を

受け取ると、大きな口を開けておいしそうにほお

張っていました。 

 2013 年 10 月と 2014 年 7 月には貧困撲滅対策

として、教育に必要な文房具を園児たちに手渡し、

教育支援を実施。会員は園児一人ひとりの手を握

り、激励しました。園児たちは歌と踊りで歓迎し

てくれ、自分たちで書いた絵や感謝状がクラブに

贈られました。一人でも多くの子どもたちが栄養

改善され、学ぶ機会が得られるように、そして多

くの子どもたちが自分で描いた夢をかなえられる

よう、未来を担う子どもたちへの支援活動を、今

後も続けていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

2222 月月月月 13131313 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    ――――    

曽我部律夫（21日）犬伏  將（24日） 

多田 秀觀（11 日）田中  健（14 日） 

松田 喜則（10日）岡田 耕平（15日） 

関 謙二   ㈱水森硝子店      （1921） 

木村節三     KEC教育グループ   (1974) 

・1ヶ年皆出席表彰 

小林 アツ子・大本 達也 


