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先週先週先週先週のののの例会報告例会報告例会報告例会報告    

本日は地区交換留学生のマルユッカさんをお迎

えしております。後ほど近況について報告して頂

きますが、ごゆっくりお過ごしください。 

昨晩、松浦親睦活動委員長、三木国際奉仕委員

長のお二人と32周年行事の打ち合わせをしてま

いりました。ウェルカムパーテー会場選考のため

の下見を兼ねてお寿司屋さんで会食をしながら、

両委員長から台北百齢RC来日メンバー接遇の段

取り等のお話しを聞いてまいりましたが、周到な

準備をされていることがわかりました。あと1月に

迫った32周年例会の行事成功に向けて皆様の協

力を宜しくお願い致します。 

本日6時30分からは、歴代会長幹事会が開催さ

れます。犬伏さんを筆頭とする出席者の皆さんか

ら忌憚のないご意見を伺い、健全かつ活発な会務

の運営に役立てさせていただきたいと考えており

ますのでよろしくお願い致します。 

明朝10時からは地区の｢ロータリーフェスティ

バル成功への集い｣に長谷会員、大本幹事とともに

参加してまいります。本番は5月5日に中之島公会

堂とその周辺で開催されますが、ロータリーの認

知度を高めるため大変重要な行事です。ゴールデ

ンウイーク中で誠に恐縮ですが、予定表にご記入

のうえ、奮ってご参加ください。 

 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  23名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  7名 
<2 月 13 日の出席率 78.12％>  

Make up を含む 1/23 の出席率 96.55％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

1 配布物 

次週 20日例会終了後、3月度定例理事会開催で

す。出席義務の会員様にご案内を同封しており

ます。 

2 本日 18:30 よりジャスミンガーデンにて今年度

の歴代会長・幹事会を開催します。ご出席の返

事を頂いております会員様お忘れ無いようお願

いします。 

――――    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    ――――    
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2015 年 2 月 20 日 第 1531 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 22227777 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 27272727 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢知床旅情知床旅情知床旅情知床旅情｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢アルトの世界アルトの世界アルトの世界アルトの世界｣｣｣｣    

関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授    渡邊渡邊渡邊渡邊    由美子氏由美子氏由美子氏由美子氏    

((((小林小林小林小林    アツ子アツ子アツ子アツ子会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    リチャードリチャードリチャードリチャード「「「「小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌」」」」    

日 時：2015年 2月 13日(金) 

審議議案： 

1．青少年奉仕委員会より別紙の通り、ボランティ

アを励ます会の場所を変更する旨、承認。 



朝槻・・・自祝です。本人はよろしくお願いいた

します。 

長谷・・・明日は地区のロータリーフェスティバ

ル成功への集いに参加して来ます。朝

槻さん、卓話楽しみにしています。 

金髙・・・朝槻さん、卓話楽しみにしています。

本日、歴代会長・幹事会よろしく。 

木村・・・何もありませんが。 

小林・・・朝槻さん、卓話楽しみにしています。 

中村(不)・竹森さん、辻村さん、先日はありがと

うございました。 

大本・・・本日、歴代会長・幹事会です。よろしく

お願い致します。朝槻さん、卓話楽しみ

です。マルユッカさん、ようこそ！ 

佐々木(宏)・明日は会社でカニを食べにいきます。帰

り無事に帰ってこれるかな…？ 

｢｢｢｢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～ケネディー・クリントン～ケネディー・クリントン～ケネディー・クリントン

の尊敬する人は？～の尊敬する人は？～の尊敬する人は？～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    

心美しい国日本、賢いので学び続けるのでしょ

う、島国特有の強靭な精神は、いつから？ 

日本古代から文化伝統を守り引き継いできたよ

い意味での家族主義は戦後、壊れかけてきたかな

という時に、 

3.11･･･で、絆・礼儀・助け合い・規律・思い遣

り等が、いざ、国難時にはニッポン人には遺伝子

・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    

会長からも報告して頂きましたが、2月 20日金

曜日に実施致します｢ボランティアを励ます会｣の

開催場所ですが、変更になります。新たな開催場

所は、｢旧桜宮公会堂｣になります。御参加頂ける

方々に改めて詳細をご案内致します。宜しくお願

い申し上げます。 

こんにちは！交換留学生

のマルユッカです。 

先月に来たクラブの例会

から、またいろいろなことが

たくさんありました。まず

は、12月に受けた JLPTとい

う日本語能力試験の 3級の結

果が届いてきて、合学しました。帰る前はもう一

回テストを受けるチャンスがありますので、次は

頑張って 2級に挑戦してみたいと思っています。 

そして私は今月の 10 日、19 歳になりました。

ホストファミリーの皆さん、そしてクラブの辻村

さんと竹森さんにお祝いしてもらいました。今お

世話になっているホストファミリーの娘さんと次

のホストファミリーの河野邦湖さんも 2月生まれ

なので、まとめて 3人のパーティーでした。 

もうすぐ春ですが、まだまだ寒い日が続きそう

ですので、皆様お体を大切にしてください。 

――――    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    

佐々木佐々木佐々木佐々木    裕裕裕裕    
佐々木裕です。今からお話

しすることは、すべて真実で

あります。 

私自身の職業などは、紹介

文に書いてある通りですの

で、今日は話しません。みん

なに公平かというと、皆さん

がいろいろとお食事をされる時にお酒が出てくる

機会が多いと思いますので、まぁまぁ公平でしょ

う。ワインの話です。皆さんにすこーし役に立つ

話かもしれませんので、友情とまでは申しません

が、好意を持たれるようにお話します。 

今から 20 年ほど前に、たまたま、ワインの事

について学ぶ教室に行く機会を得ました。それま

でも、食事の際にワインが出てくることはあり、

うまくもない赤ワインを何も知らずに飲んだこと

もありました。しかし、この教室で基礎的な事を

学び、セレブな友人にお美味しいワインを飲む機

会を与えてもらったりして、どうも好きになって

しまったわけです。 

その後、ヨーロッパのワインが高騰したことも

あり、あまり飲めなく、買えなくなっていたので

すが、数年前に、友人たちと食事をする際に、フ

ランスの著名なグランクリュクラスの白ワインと

比較しても、全く引けを取らず、むしろ、おいし

いかなと思うものを教えてもらいました。やっぱ

りセレブはすごい。白ワインですが価格は半分以

下です。知らないのに、なめてました。それがカ

リフォルニアワインです。 

お話の続きは、次の機会に。 

 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥26262626,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,41,41,41,494949494,000 ,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    ――――    

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

――――    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    ――――    

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



的にしっかりと残っていることが解り、それは世

界各地にまで｢日本は神の国｣と知らしめられまし

た。 

そして、次の世代の人々に、日本人の真の心・

日本人の感性を伝える事があって守られていくこ

とだと実感しました。 

その美しさが裕福という錯覚と幸せボケから、

壊れかけ、お伝えにより、ご家族を御守り頂きた

いと願いました。  

過去の歴史に名君は数あれど米大統領から名差

しで尊敬に値された理想のリーダーは 

｢上杉鷹山｣ 米沢藩 第9代藩主 

すべての領民に｢愛｣を持って豊かな国への取り戻

しを図りました。民の父母の心構えを第一とし、

学問・武術を怠らぬこと、質素倹約を忘れぬこと

など提唱(名だたる武将上杉家は、豊臣の5大名の

1。関ヶ原で負け、徳川から領地没収120万石(石高

剥奪)～会津藩30万石に移籍。その上、米沢藩15

万石に格下げされた。にもかかわらず、栄華を忘

れられない重臣たちの贅沢に莫大な借財でお取り

つぶし寸前？) 

そこに高鍋藩から10歳で米沢藩に婿養子で入

った鷹山。17歳でなした財政改革たるや反発する

重役家臣に大倹約令を敷き、自ら百姓姿で、農業

の尊さを身をもって示した。重役たちの度重なる

苛めにも苦にせず、ひたすら領民への愛だけに走

った名君である。 

苧の茎で織る機織りの習得を武士の婦女子にさ

せ、桑の栽培と養蚕を奨励、絹織物に移行。これ

は現代も出羽の米沢織として高価な扱いです。  

製塩・製紙・製陶など今でも主要の産業を興し

た。殖産興業・新田開発・荒地開発・堤防修築。

農業用水・堰の工事・引水。人口増加策・養育手

当金・育児支援・敬老会は城に招く 

藩校｢興譲館｣創立(1776)＝多くの偉人輩出 

学問は国を治めるための根元であると、政治経済

に役立つ「実学」である。謙遜・謙譲の美徳。恥

じない人を作る目的でした。 

天明の飢餓･･･凶作時。餓死者も出さず、飢餓救

済の手引き書｢かてもの｣自ら自筆で発行。 

草木・果実の調理法・保存法、みその製造など。

35歳で引退｢伝国の辞｣は君主としての心得を遺

した。 

鷹山の常なる言葉は、｢成せばなる成さねば成ら

ぬ何事も、成らぬは人の成さぬなりけり｣ 

世界の政治家が自国を守り発展させるに値する

尊敬の念は、我々の祖先・日本人への熱い視線な

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

2 月 13 日ジャスミンガーデンにて今年度の会

長・幹事会が開催され歴代の会長・幹事経験者 13

名が出席しました。金髙会長の挨拶そして犬伏会

員の乾杯で開始しました。岡本財政健全化委員長

による、プロジェクトの概略説明を元に、各会員

より様々な意見交換が有った中、次の点について

は早急に改善していこうという物でした。 

・ニコニコについてはクラブ会員数で頭割りする

と決して当クラブは少ない方では無いが、残念

ながら奉仕よりも管理部門に費やされている。 

・各事業に対する会員の出欠の返事については担

当委員長・幹事が管理すべきで事務局員の役割

ではない。 

・週報作成に於いて、原稿の提出の遅れが事務局

員の残業時間増に繋がっている。ロータリーク

ラブの事務局の業務で残業はあるべきでない。 

・予算作成においては、会員数増はゼロを基本と

し、ニコニコをあてにしない予算組みに変える

べき。 

――――    歴代会長・幹事会報告歴代会長・幹事会報告歴代会長・幹事会報告歴代会長・幹事会報告    ――――    

のです 

 戦後、日本は幸せを享受してきましたが、巡り

巡ってまた激動の時代のようです。津波から、次々

～、中国は脅威・加えてわけのわからないイスラ

ム…多分、今、窮地に立たされ、私は、昔の遺伝

子で美しく賢く立ち向かえる日本人に戻らねば、

皆様の子孫さんたちを救う手立てが無くなると危

惧しています。 

｢日本は世界を救う国である｣ことが、今、立証

されかけています。日本は何をさせても世界一、

人間性も、安心安全なものづくりも大ブーム。 

そんなとき、ポルトガルから来たザビエルの役

目、植民地にしようとした自国に送った文書が出

てきました。 

｢日本人は民度が高い。国民すべて学識豊か、

人々との愛あふれる繋がり、軍事に必要な武士は

我慢強く、商人から金銭的援助を受け、西洋人と

比べると戦っても負ける?｣ような褒め言葉の数々

に、日本は他国に攻め入られることなく国を守っ

てこれたことも解りました。 

こんな美しい国をRCの皆さまで、取り戻し、世

界平和につなげていただくことをただひたすら望

んでおります。 

最後に、京セラ稲盛さんの年頭の挨拶｢ぬるま湯

の日本人に、取り戻しを…｣ 

 



青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

 2015年 2月 15日 10時から 2014-15年度第二

回ロータリーファミリー合同地区献血がローター

アクト主催で行われました。 

今活動は、地区の社会奉仕プロジェクトの一環

として大阪赤十字血液センターとのタイアップに

より、地区ローターアクトが長年取り組んでいる

事業です。初の試みとして 4か所(なんば、大日、

京橋、樟葉)で同時に献血事業を行います。夏と冬

の二回で 500人献血という大きな目標にも挑戦し

た事業になります。 

 交換留学生も事業に参加し、マルユッカさんを

――――    第第第第2222回ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ合同地区献血報告回ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ合同地区献血報告回ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ合同地区献血報告回ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰ合同地区献血報告    ――――    

ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ推進担当者ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ推進担当者ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ推進担当者ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ推進担当者    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

2015年 2月 14日ホテルニューオータニ大阪に

おいて｢ロータリーフェスティバル成功への集い｣

が行われました。泉ガバナーの開会あいさつで始

まり近藤雅臣 RF 実行委員会委員長の基調講演

｢RF の目指すもの｣と題して地区のロータリーデ

イとして大きな力で我々の輪をひろげ全クラブが

力を合わせ成功させようと話されました。 

フォーラム｢共に考えよう RF 成功への鍵｣では

栗原大 RF 実行委員長から基本コンセプトと全体

構成、個別プログラム内容、危険ドラッグ NHK

ダイジェスト上映の説明がありました。各クラブ

へのお願いとフリーディスカッションがあり高島

RF総務広報委員長の挨拶で終了しました。 

当日は 9 時からロータリー愛のパレードを行う

ため各クラブより 10 名参加してほしいとの要望

がありました。後日改めてお願い致します。 

はじめ寒い中、手を冷たくして PR 活動を行って

居ました。当クラブからは、岡本会員・辻村会員

が PR 活動して頂き、大本幹事・中野会員は献血

して頂きました。誠にありがとうございました。 

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：2015年 2月 14日(土) 

場所：ガバナー事務所 

◆第 7回青少年交換委員会 13：30～15：00 

・東京研修旅行(3 月)、広島研修旅行(5 月)の詳細

についての打合せ。 

・来日学生の生活について、ホストファミリーよ

り意見があり検討。 

・合同献血(15日)、日本文化体験(22 日)について

の打合せ。 

次回委員会･･･3月 14日(土) 17：00～18：30 

◆第 2回オリエンテーション 15：00～17：00 

 今回より派遣候補生が 1名追加となり 6名とな

った。面接後、英語でのスピーチをしてもらった

が、発音も良く今からでも他のメンバーに追いつ

けそうで良かった。今年は英語のスピーチを来日

生にも聞いてもらいコメントしてもらっている

が、互いに親睦が取れ今後も続けて行きたい。 

次回オリエンテーション･･･1月 10日(土) 

15：00～17：00 

◆ローテックス 1月度例会 18：30～20：00 

 今年は参加者も多く 11名の参加で、日本文化体

験、東京研修旅行、広島研修旅行の内容について

良い議論をしてくれていた。 

 ロータリーフェスティバルの企画についても、

色々と検討してくれ頼もしい存在である。 

――――    ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ成功への集い報告ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ成功への集い報告ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ成功への集い報告ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ成功への集い報告    ――――    

――――    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地区青少年交換委員会報告    ――――    

・クラブの窮状について全会員参加の元で問題点

の認識の共有を確認する機会を設ける。 

・年次報告書は出来る限り、簡素なものにすべき。 

出欠の返事、各種原稿の提出期限、ニコニコ箱

の意義などにおいて改めて会員全員が見直し、情

報、認識を共有する事が急務と感じました。御参

加頂きました皆様ありがとうございました。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢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、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問

合せ下さい。合せ下さい。合せ下さい。合せ下さい。    
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