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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    

先週土曜日、17名の会員家族と一緒に南淡路日

帰親睦家族旅行に行ってまいりました。行楽日和

の天候の中で、午前中に船上から見た鳴門の渦潮

はダイナミックで地球の息吹を感じました。ホテ

ルで極上のフランス料理を堪能した後、灘黒岩水

仙郷で満開の500万本のスイセンを鑑賞させてい

ただきました。松浦委員長はじめ親睦活動委員会

の皆様有難うございました。 

さて、今週月曜日の毎日新聞朝刊に昨年末当ク

ラブを退会された松葉さんの記事が載っていまし

た。この4月から大阪弁護士会会長と日本弁護士会

副会長に就任する抱負を熱く語っておられまし

た。松葉さんの退会は我クラブとしては大きな損

失でしたが、厳しい法曹界の立て直しを弁護士の

後輩として松葉さんに期待するとともに、無事大

任を果たし1年半後に復帰されることを願ってお

ります。 

 国内ビジター 0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  0名    会 員 欠 席  6名 

<2 月 6 日の出席率 82.86％> 

Make up を含む 1/16 の出席率 86.21％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

1 配布物 

①ロータリーの友 2月号 

②理事の皆様にガバナー月信 2月号 

③~1 ロータリー日本財団より寄付金の領収書及

びロータリー財団千理事長より寄付金につ

いての｢所得控除｣｢税額控除｣に関するお知

らせ。 

~2同じく財団より税額控除に係わる証明書。 

~3米山記念奨学会より寄付金の領収書2通及び

米山記念奨学会のリーフレット。 

2 今月 3週目の 20日は 3月度定例理事会です。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    〈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．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．４．４．４．みんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうか    

2015 年 2 月 13 日 第 1530 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    ◎次週◎次週◎次週◎次週(2(2(2(2 月月月月 20202020 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリー｣それでこそロータリー｣それでこそロータリー｣それでこそロータリー｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢知財活用雑誌を発行して知財活用雑誌を発行して知財活用雑誌を発行して知財活用雑誌を発行して｣｣｣｣    

株式会社サピエンティスト株式会社サピエンティスト株式会社サピエンティスト株式会社サピエンティスト        

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    下出下出下出下出    一一一一氏氏氏氏    

((((北村北村北村北村    光司会員紹介光司会員紹介光司会員紹介光司会員紹介))))    

････3333 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    マリーマリーマリーマリー「「「「金婚式金婚式金婚式金婚式」」」」    

2222 月月月月 20202020 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｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

････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    真紀子会員真紀子会員真紀子会員真紀子会員    

･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」    



朝槻・・・イスラム国から大切な日本を守りまし

ょう。 

福井・・・毎日寒いです。 

長谷・・・佐々木裕さま、おめでとうございます。

楽しんで下さい。三木さま、卓話よろ

しくお願いします。 

犬伏・・・誕生月を自祝。 

金髙・・・佐々木裕さんの入会を祝して。 

木村・・・何もありませんが。 

河野・・・佐々木裕様、入会おめでとうございま

す。 

三木・・・本日の国際奉仕委員会の卓話よろしく。 

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))))    

｢｢｢｢国際奉仕について国際奉仕について国際奉仕について国際奉仕について｣｣｣｣    

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    

例会で国際奉仕委員会の卓話として今回の台北

パイリンへの接遇についてお知らせしました。内

容を抜粋してお知らせします。 

3月12日(木)関空到着約20名12：00お出迎えし

バスで宿泊帝国ホテルに送る。お出迎えよろしく

お願いします。 

3月13日(金)帝国ホテル発 9：00 尼崎学園 

三田にて、ICS事業をする。その後観光、昼食を

して15時ごろ帝国ホテルに帰る。パイリンロータ

リアン全員参加してもらう予定。大手前の大勢参

加希望。 

3月14/15日 パイリンRC和歌山へ一泊旅行、こ

・広報・広報・広報・広報委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

週報への投稿を御願いします。 

・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    

2015年 2月 20日(金)に実施致します｢ボランテ

ィアを励ます会｣ですが大手前整肢学園側の参加

者が学生 28名・職員 6名の計 34名になりました。

当クラブの参加者は現在 13 名で御座います。合

計 47名になりました。ありがとうございます。 

当初、学園側の参加人数が 25 名程度とお伺い

しておりました。そのため、40名程度の入れる会

場として今回準備しました炭火焼フレンチ｢ステ

ィング(四ツ橋駅付近)｣ですが、動員数オーバーの

為、開催場所の変更を行う事になると思います。 

新しい開催場所は改めて理事会承認後、皆様に

ご連絡致します。急な変更で申し訳ございません

が、ご理解とご協力の程何卒宜しくお願い申し上

げます。 

中村(不)・2月 4日、伊勢神宮に参拝しました。 

中野・・・先週欠席のお詫び。 

西尾・・・佐々木さん、待ってましたで！！ 

岡本・・・佐々木裕さん、入会おめでとうございま

す。よろしくお願いいたします。 

大蔭・・・佐々木裕会員、御入会おめでとうござい

ます。カモメの写真！見て下さい。 

大本・・・親睦委員会の皆様、楽しい日帰りツアー

ありがとうございました。三木国際委員

長、クラブフォーラムよろしくお願いし

ます。新入会員佐々木様、入会おめでと

うございます。 

佐々木(宏)・連続欠席おわび。先週は暖かいオースト

ラリアに行っていました。 

関・・・・佐々木裕さん、お待ちしていました。 

瀬尾・・・早退おわび。国際奉仕の皆様、申し訳あ

りません。 

曽我部・・誕生日お祝いをいただいて。 

竹森・・・佐々木裕さん、入会おめでとうございま

す。 

田中・・・何回目かの結婚記念日自祝。佐々木氏の

入会のお祝い。 

山本・・・松浦委員長はじめ皆様、家族会ではお

世話になりました。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――     

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥67,000 67,000 67,000 67,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,468,000 1,468,000 1,468,000 1,468,000 ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    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    ――――    

日 時：2015年 2月 6日(金) 

審議議案： 

1．新会員佐々木裕氏の委員会所属に関してクラブ

奉仕部門は｢SAA｣、奉仕部門は｢社会奉仕委員

会｣とする旨、承認。 

2．2015 年度米山奨学生受け入れについて、クラ

ブとして受け入れる旨、承認。 



れは大手前RCは有志の方の参加になります。 

3月15日 関空発 CI 18：50にて帰国。お見

送りの参加よろしくお願いします。  

 手続要覧をみて、国際奉仕についてのお話をす

るつもりでしたが、2010年の要覧と2013年の要覧

では内容が大変変わっています。2013年版では奉

仕部門の中に国際奉仕(International Service)を

引用しています。 

｢国際奉仕、書物などを読むことや通信を通じ

て、さらには、他国の人々を助けることを目的と

したクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力

することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、

功績、願い、問題に対する認識を培い、国際理解、

親善、平和を推進するために、会員が行う活動か

らなるものである。｣ 

以前は会員の責務、クラブの責務等の記述があ

ったのが消えています。驚いている次第です。 

｢ちょっと珍しい体験｣｢ちょっと珍しい体験｣｢ちょっと珍しい体験｣｢ちょっと珍しい体験｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

毎年展示会に出かけるドイツですが、今年はい

つもの民宿がだめで安いホテルを探しました。 

少し離れた町であったのですが、駅のそばと聞

いていたのに駅から 30 分歩いたところにあった

『修道院』がその宿舎でした。 

日本ではヨーロッパの修道院と聞くと、世間か

ら隔絶された女性の館、のような感覚があるかも

しれませんが、こちらでは宿泊料の安い施設とい

う感じで、工事関係者や出張で来た人が泊まれる

普通(ではないかな？)の宿舎。と言ってもいい感

じの生活でした。 

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    

食堂の近くでトイレを見つけて男子用に入ると

小便器が一つ、あとは個室。気が付きました、こ

こは女の館。 

 メッセが終わって一日の休みにニュールンベル

クの街に出ました。この日はゆっくりと朝寝をし

て朝食も遅めに食べて、こっそりとパンでサンド

イッチを作り出かけました。 

博物館を見学して帰りに駅の券売機の前でもた

ついていると、後ろから『あなたはノイマルクト

へ行くんですか？私は回数券を持っているから安

くで行きませんか？』行き先を入力するのでそれ

が見えるのでしょう。7.6ユーロかかるところを 5

ユーロで帰ってきました。こんなことが 2 回あり

ました。 

朝食は 7：00～9：30 になっていたので、これ

はメッセに間に合わないなと思っていたら 6：30

ぐらいにダイニングルームが開きました。温かい

ものと言えばコーヒーとお茶だけ、パンを割って

ハムやチーズやソーセージを詰め込んでカブリつ

いて(みんなやっています)コーヒーで流し込んで

出発。 

8：20ぐらいが日の出ですから半分も除雪できて

いない道を駅の近くまで来ると、街灯が消えて朝に

なりました。電車で 35 分、そこから地下鉄で 15

分、さらに会場内を 10分でやっと仕事場です。 

 帰りは 6時に仕事を終えて片づけて地下鉄に、

Hbf 駅(中央駅)を 6：40 発に乗り遅れると 7：21

分発まで電車がない。これで帰っても 8時前です

から駅から 500m のスーパーは閉店して帰り着い

ても宿は鍵がかかってポケットから鍵を出して開

けて入る、9 時半を過ぎると鍵を持っていても入

れない。やっぱりえらいとこでした。 

 



・・・・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｣) 

・・・・4444 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

｢｢｢｢体育館シューズをカンボジアへ体育館シューズをカンボジアへ体育館シューズをカンボジアへ体育館シューズをカンボジアへ｣｣｣｣    

福徳学院高等学校インターアクトク福徳学院高等学校インターアクトク福徳学院高等学校インターアクトク福徳学院高等学校インターアクトクラブラブラブラブ    

((((第第第第 2720272027202720 地区地区地区地区    大分県大分県大分県大分県))))    

 例会で、大分南ロータリークラブの方々が話さ

れる、識字率と貧困の因果関係とその現実。靴を

買うお金がなく裸足でごみの山を歩き回っている

子どもたちが、けがをしたり病気になったりする

という話には、とても心が痛みます。靴を履き元

気に走り回れますように、たくさん勉強ができま

すように、と今年も卒業生に働きかけ、卒業式後

に傷みの少ない体育館シューズを回収、洗浄、サ

イズ分けし、10 月 30 日、カンボジアの Bayon 

Junior Schoolに送りました。今回は街角募金とバ

ザーの売上金で、送料もまかなうことができまし

た。これからも私たちインターアクトクラブが時

代から何を求められているかを考え、行動してい

きたいと思います。 

――――    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    ――――    

｢｢｢｢スリランカの村に井戸やトイレを寄贈スリランカの村に井戸やトイレを寄贈スリランカの村に井戸やトイレを寄贈スリランカの村に井戸やトイレを寄贈｣｣｣｣    

浜松南ロータリークラブ浜松南ロータリークラブ浜松南ロータリークラブ浜松南ロータリークラブ    

((((第第第第 2620262026202620 地区地区地区地区    静岡県静岡県静岡県静岡県))))    

 当クラブのアーネスト・ララカ・シルバー会員

が母国スリランカの惨状を例会で報告したのをき

っかけに、現地に井戸などを設ける事業が始動。

約 2 年前から計画を進め、グローバル補助金を活

用して昨年 7月に着工、10月 28日の寄贈式典に

出席するため、杉浦仁会長ら 11人が視察を兼ね、

同国北西部のムランカウィル村を訪れました。 

 事業は第 3220 地区のコロンボ西ロータリーク

ラブ(RC)と協力、村内に 60個のトイレ、2個の井

戸と高架タンクを設置してさらに教育支援として

文具や衣料を贈るもので、当クラブと地区、コロ

ンボ西 RC と第 3220 地区、グローバル補助金を

合わせ 6万 1,200ドルの事業でした。 

 実施国側が補助金を受け取り、プロジェクトの

経過を監視し、確認後に業者に支払う流れで、工

事の見積もりはそれぞれの事業で 3社から取るこ

とにし、村の住人らの労働も想定しました。資金

はコロンボ西 RC が管理し、同国のジャフナ RC

が検査をする役を担いました。トイレは各家庭の

財産になることを防ぐため、村の土地に設置。施

設管理のため、現地の教会と覚書を交わしました。 

 式典当日、コロンボ市内からバスで 8時間の所

にある村では、多くの住民の大歓迎を受けました。

現地の案内や説明をタミル語、英語、日本語、3

か国語の通訳で進行しました。場内の手伝いに軍

の数人がバスの誘導や荷物の運搬などに積極的に

手を貸してくれていたのも印象的でした。2 か所

の井戸、簡易浄化槽のついたトイレ、発電機で揚

水する給水タンクを確認して回り、村の衛生状況

が大幅に改善されたことを実感できました。 

 式典では質素ながら精いっぱいのおやつを振る

舞ってくれ、子どもたちがダンスを披露してくれ

ました。日本からの文具、衣類には保護者たちも

目を輝かせていました。式典は温かい雰囲気で進

み、お礼の言葉を通訳しながら涙を見せるララカ

会員の姿に感動させられました。 

 翌 29 日はコロンボ西 RC の例会、30 日には歓

迎レセプションに出席して現地会員との友情を確

認し、スリランカを後にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

――――    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    ――――    

2222 月月月月 13131313 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
カリフラワークリームスープカリフラワークリームスープカリフラワークリームスープカリフラワークリームスープ    

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    

仔牛のコルドンブルーマデラ酒香るソースで仔牛のコルドンブルーマデラ酒香るソースで仔牛のコルドンブルーマデラ酒香るソースで仔牛のコルドンブルーマデラ酒香るソースで    

サラダサラダサラダサラダ    

ほろ苦いクラシックショコラほろ苦いクラシックショコラほろ苦いクラシックショコラほろ苦いクラシックショコラ    

バニラアイスを添えてバニラアイスを添えてバニラアイスを添えてバニラアイスを添えて    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    


