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福井・・・32周年おめでとう。 

長谷・・・台北百齢ロータリークラブの皆さま、

ようこそおこし下さいました。大手前

32周年祝い。 

金髙・・・32 周年記念例会を祝して。台北百齢

RCの皆様ありがとうございます。 

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    

1.来週20日の例会終了後4月度定例理事会開催で

す。定例理事会終了後に引き続き臨時理事会も

開催します。理事の皆様ご多忙の折、恐縮です

が、極力最後までご参加お願い致します。 

河野・・・創立 32周年を祝して。 

松浦・・・32周年を祝して。 

三木・・・32周年を祝して。パイリンロータリア

ンの来阪を感謝します。 

中林・・・創立 32周年を祝して。 

中村(不)・祝記念例会！ 

中田・・・創立 32周年祝です。 

西尾・・・創立 32周年を祝して。 

岡田・・・祝 32周年。 

岡本・・・台北百齢 RCの皆様ようこそ。 

大本・・・創立 32周年を祝して！ 

大蔭・・・祝創立 32 周年！末弘瞭人君が明日か

らボストンへ留学致します。 

関・・・・台北百齢 RCの皆様を歓迎して。 

瀬尾・・・創立 32周年を祝して。 

曽我部・・周年記念お祝い。台北百齢 RC の皆様

を歓迎して。 

竹森・・・32周年を祝して。 

辻村・・・創立 32周年を祝して。 

山本・・・台北百齢ロータリークラブの皆様、今

日は楽しい時間をお過ごし下さい。 

――――    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 3 月 20 日 第 1535 回例会 
識字率向上月間 

◎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((((3333 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    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥76767676,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,666687878787,000 ,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    ――――    

    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢春よ春よ春よ春よ来い来い来い来い｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢クラシックバレエを身近に感じて下さい、クラシックバレエを身近に感じて下さい、クラシックバレエを身近に感じて下さい、クラシックバレエを身近に感じて下さい、姿姿姿姿

勢改善はもとより、肩こり解消できるんです勢改善はもとより、肩こり解消できるんです勢改善はもとより、肩こり解消できるんです勢改善はもとより、肩こり解消できるんです｣｣｣｣    

ハートハートハートハートストリングス代表ストリングス代表ストリングス代表ストリングス代表    

春田春田春田春田    琴栄バレエスクール主宰琴栄バレエスクール主宰琴栄バレエスクール主宰琴栄バレエスクール主宰    春田春田春田春田    琴栄琴栄琴栄琴栄氏氏氏氏    

((((久保久保久保久保    友志友志友志友志郎郎郎郎会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    團團團團    伊玖磨伊玖磨伊玖磨伊玖磨「「「「花の街花の街花の街花の街」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢花｣花｣花｣花｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢花の魅力花の魅力花の魅力花の魅力｣｣｣｣    

PePePePe’’’’taletaletaletale フラワーアーティスト中村フラワーアーティスト中村フラワーアーティスト中村フラワーアーティスト中村    仁美仁美仁美仁美氏氏氏氏        

((((河野河野河野河野    裕一会員紹介裕一会員紹介裕一会員紹介裕一会員紹介))))    

････4444 月度定例理事会および臨時理事会（月度定例理事会および臨時理事会（月度定例理事会および臨時理事会（月度定例理事会および臨時理事会（13131313：：：：40404040～）～）～）～）    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    中田中田中田中田    章章章章「「「「早春賦」早春賦」早春賦」早春賦」    

日 時：2015年 3月 12日(木) 

審議議案： 

1．国際奉仕委員会より ICS 事業に昨年度の短期

交換留学生末弘瞭人さんが参加する旨、承認。 

日 時：2015年 3月 13日(金) 

審議議案： 

1．2015 学年度新規米山奨学生のカウンセラーを

犬伏会員にお引き受け願う旨、承認。 



 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  9名   会 員 出 席  26名  

 外国ゲスト 15名    会 員 欠 席  4名 

<3 月 13 日の出席率 88.24％>  

Make up を含む 2/20 の出席率 80.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

こんにちは！交換留

学生のマルユッカです。 

私はまだしばらく高校

2 年生ですが、もうすぐ

この学年が終わりになっ

て 3年にあがります。 

今、学校では授業がな

いけれど、いろいろなイベントがたくさん行われ

ています。例えば先日、音楽の授業で今まで練習

してきた歌を合唱コンサートで発表しました。歌

うのはとても気持ちよくて日本での楽しい思い出

の一つになりました。 

13 日の例会にお越しになった台北からの方々

も日本での時間を私みたいに楽しく過ごせたらい

いなと思います。 

――――    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    

｢｢｢｢どうして他人に優しくしないといけないのか？どうして他人に優しくしないといけないのか？どうして他人に優しくしないといけないのか？どうして他人に優しくしないといけないのか？｣｣｣｣    

ノンフィクション作家・工学博士ノンフィクション作家・工学博士ノンフィクション作家・工学博士ノンフィクション作家・工学博士    

映画「神様はバリにいる」原案作者映画「神様はバリにいる」原案作者映画「神様はバリにいる」原案作者映画「神様はバリにいる」原案作者    

クロイワ・ショウクロイワ・ショウクロイワ・ショウクロイワ・ショウ氏氏氏氏((((大阪城北大阪城北大阪城北大阪城北 RC)RC)RC)RC)    

((((小松小松小松小松    英宣会員紹介英宣会員紹介英宣会員紹介英宣会員紹介))))    

｢カネ持ちなりたかっ

たら、周りの人間、カネ

持ちにしたれ｣。インドネ

シアはバリに住む日本人

の大富豪から、そう言わ

れた当時、工学部の大学

院生だった私は、その言

葉の意味を頭の中で展開

することができませんでした。カネ持ちになりた

いのは｢ぼく｣であって、断じて｢他人｣をカネ持ち

にしたいわけではない。だから、どうして他人を

カネ持ちにしなくてはいけないのか、理解に苦し

みました。 

 あれから 6年、当時の体験をつづった著作｢出稼

げば大富豪｣が映画化され、全国公開されている現

在、その言葉の意味が身に沁みます。本が売れ、

映画が公開された影にあるのは｢人｣でした。それ

も｢心ある｣｢感謝あふれる｣｢義理固い｣･･･そうい

った言葉で表現できるたくさんの人たちでした。

その人たちがどうして応援してくださったのか？

そう考える時、大富豪の言葉が再度、頭に蘇って

きます。 

もし、ぼくが｢自分｣のことばっかりであったなら、

誰も応援してくれるはずがありません。この感覚

は、｢もし自分が相手の立場だったなら｣という置

き換え行えば、容易に了解されるはずです。｢私だ

けがカネ持ちになりたい。あなたのことはどうで

もいいんです｣という人に対して、協力や応援をす

る気になりますか。振り返れば、まさに、ぼくは

そのような人物でした。当時、執筆依頼を下さる

出版社にも、講演依頼を下さる企業にも、それら

を紹介して下さる人にも、ぼくが恵まれなかった

のは、だからです。 

 現代社会は、学歴や能力、製品で言えばスペッ

クや価格という部分が重視され、人間性は二の次

にされているように見えます。もちろん、そうし

た計量可能な、経済的な、目に見える要素も大変

大切です。ただ忘れてはならないのは、それと同

じくらい人間性が重要だという点です。 

 近所の人に挨拶もしない。レストランで従業員

相手にふんぞり返ってぞんざいな口のきき方をす

る。電車でお年寄りに席を譲らない。そういった

風景を目にする度に大富豪の｢今の日本は、職業人

として一流である前に、人間として一流にならな

ならんことを忘れてしもとる｣という言葉をまざ

まざと思い出します。他人を省みない人には協力

も尽力もなく、部下もついてきません。上司も面

倒を看てくれないでしょう･･･。協力会社とシッカ

リとした信頼関係を築けるはずもありません。 

 都会に一極集中し、両親を老人ホームに任せ、

我の子どものみを可愛がるようになった今日の社

会には、人生の可能性であり、保険でもあった、

人と人とのつながりが分解してしまっています。

｢自分は大丈夫だから｣という人もいます。でも、

社会は自分とその家族だけで構成されているので

はありません。いかなる社会の悪化と無関係では

いられないのです。 

 今こそ、家族勢揃い、一人一冊｢出稼げば大富豪｣

片手に映画館に足を運び｢神様はバリにいる｣を見

る必要があることに疑いの余地はありません。 

 

3333 月月月月 22227777 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｣    

――――    先々週の卓話先々週の卓話先々週の卓話先々週の卓話    ――――    



｢｢｢｢3333 月月月月 12121212 日日日日((((木木木木))))快晴の快晴の快晴の快晴の『『『『友情友情友情友情』｣』｣』｣』｣    

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

関西国際空港第一ターミナル 、CI156便および

JL814便にて、台北百齢ロータリアン総勢 12名

のご到着のお迎えにまいりました。 

｢welcome to Japan！｣みなさま、笑顔です。 台北

百齢 RCのみなさまとお会いするのは約 9ヶ月ぶ

りですが、27年という年月をかけて培ってこられ

た親交は、確固たるものとして築かれているよう

に感じます。ご苦労を重ね貢献された先輩方に心

より感謝いたします。 

握手をした一瞬に、お互いに友との再会を心よ

り喜べるのですね。｢友情｣とは、信頼の情、お互

いを認めて信頼関係を築けた心の思いとされま

す。国境を越えた“共感”の心はこれからも永くつ

なげていけることと感動いたします。 

｢ウェルカムパーティー｣｢ウェルカムパーティー｣｢ウェルカムパーティー｣｢ウェルカムパーティー｣    

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一公一公一公一    

3/13木曜日に帝国ホテルのフライングトマトカ

フェで、当方クラブ創立 32 周年記念例会の出席

のために来日された台北パイリンロータリークラ

ブの皆様の歓迎のウェルカムパーティーが開かれ

ました。 

 一年ぶりに再会した皆さんは お元気そうでハツ

ラツとされていました。金髙会長の歓迎の挨拶のあ

と、アンドリュ－会長の挨拶をアルバ－トさんが通

訳されて 和やかにパ－ティが始まりました。 

 おいしい食事のひと時に今回初参加の RAY さ

んと挨拶を交わした後に M.E.さん(参加者の中で

もご高齢だと思いますが・・・)とお話をしました。 

ようこそ日本へ、大阪へ。本日のウェルカムパ

ーティーでの懇親を楽しみにしております。ぜひ、

私たちの日本の、そして大阪の街を、どうぞお楽

しみください。 

｢｢｢｢TRACYTRACYTRACYTRACY さんご一家のお出迎えさんご一家のお出迎えさんご一家のお出迎えさんご一家のお出迎え｣｣｣｣        

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝    

台北百齢 RC 来阪第一便として、TRACY さん

と姉妹 2 人そしてお母様 4 名が 3 月 11 日夕方に

到着されました。 

お母様がお年寄でまた荷物が多いということ

で、三木委員長夫妻と私達と 2台の車でお出迎え

し、帝国ホテルまで無事お連れ致しました。 お母

様も大変喜んでおられました。 

暖かい台湾から来日されて、ここ最近真冬並み

の寒さに戻った日本の気候に戸惑われたのではな

いかと心配したのですが、台湾は今 14、15 度と

いうことで日本に来てもそれほど寒くないという

ことでした。 

 お水取りも終わりこれから春めいていく中に来

日されたパイリンロ－タリ－の皆様があたかも日

本に春の訪れを連れてきていただいたようでした!! 

 そして 5月に、台湾での再会を約束して無事楽

しく和やかに閉会いたしました。 

 ――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC アテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告その 1111    ――――    

――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC アテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告その 2222    ――――    

――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC アテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告その 3333    ――――    



五、13:00～ 

 酒蔵－鳳鳴酒造(篠山市呉服町 73)－見学 

  酒造メーカー係員から酒造りのプロセスにつ

いて説明を受ける。 

丹波篠山が黒豆生産、ボタン鍋で有名である

ことに加えて、いくつかの酒造メーカーが｢生

き残り｣をかけて頑張っている様子を垣間見

ることができた。 

  13:30 一路、帝国ホテルへ 

六、15:00 帝国ホテル 着 

  ロータリアンの何名かが遊具に試乗、同人ら

の平衡感覚が試される結果となった。 

四、11:30出。 

やはり、三木氏の名ガイドで楽しく食事処へ

向い食事をとる。 

三、｢尼崎学園｣の園内について辻本常務理事や係

員の案内で説明を受けた。 

  建物も立派になっている。虐待、育児放棄等

により、保護すべき 2 才から 18 才の子供た

ちが生活する施設。現在は、中学 3年生まで

の約 40 名が生活しているとのこと。生徒た

ちは学校等へ出ており不在であった。但し、2

名の児童のみが係員 2 名に付添われてブラン

コをしていた。｢コンニチハ｣という挨拶に対

し児童から｢コンニチハ｣が返ってきた。 

｢｢｢｢ICSICSICSICS事業事業事業事業尼崎学園尼崎学園尼崎学園尼崎学園訪問訪問訪問訪問    & & & & 丹波篠山の酒蔵見学」丹波篠山の酒蔵見学」丹波篠山の酒蔵見学」丹波篠山の酒蔵見学」    

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    小松小松小松小松    英宣英宣英宣英宣    

尼崎学園は、社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団

(尼崎市の外郭団体)が運営する児童養護施設で

す。 

9:05 発 流暢な英語を駆使する名ガイド(三木氏)

の案内で約 25名が帝国ホテルを出発。 

間もなく高速道路で｢火災事故発生｣に

よる渋滞に巻き込まれた。(間もなく、

反対車線で小型トラック炎上事故が発

生しこれを見ながらの脇見渋滞である

ことが分った)約 40 分遅れで尼崎学園

に到着。 

一、10:40～ 

 ロータリー側&学園側参加者の紹介の後、贈

呈式(目録) 

二、あいさつ 

・金髙会長 ＆台北百齢 RC会長の挨拶 

ICS(世界社会奉仕)は重要な事業、今回のも

のは、台北百齢 RC と共に行う寄附事業で

す。尼崎学園敷地内に遺跡が出てきたとの

ことで→可動式木製遊具を提供することに

なりました。etc． 

 ・常務理事(辻本)  

当施設に予算がないところ、｢木製遊具｣の

寄附をいただき感謝しています。大切に使

わせいただきます。 

｢｢｢｢百齢御一行と和歌山への旅百齢御一行と和歌山への旅百齢御一行と和歌山への旅百齢御一行と和歌山への旅｣｣｣｣    

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

32周年記念例会翌日の 3月 14日、台北百齢 RC

御一行の和歌山一泊旅行にご一緒させて頂きまし

た。百齢の Andrew 会長を始め 13 名と我が大手

前からは金髙会長、松浦、三木会員と私大本の 4

名で参加しました。 

 ――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC アテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告その 4444    ――――    

――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC アテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告その 5555    ――――    



金髙会長の当日 3 度目の挨拶、百齢黄会長の挨拶

と記念品の贈答後、帝国ホテル副

総支配人の松田会員からの差し入

れの美味しいシャンパンが注が

れ、第 12代会長の犬伏会員の乾杯

の音頭により開宴となりました。 

今回も姉妹クラブの台

北百齢ロータリークラブ

からは黄俊雄会長ご夫妻

をはじめ同勢 14 名のご臨

席を頂き、名司会の岡田親

睦委員の開会発声のもと、

夕食の宴席では両クラブ会長は勿論、全参加会員

がスピーチ、酒を幾度も酌み交わし、更にお互いの

距離が縮まりました！Wilson さんのサプライズ誕

生祝いも有り日台の全員で今回の旅行を最高の思

い出にしようという一体感が印象的でした。 

高野山から山深い龍神地区を抜け白浜で一泊、

三段壁や千畳敷と言った景勝地、マリーナシティ

を巡り、春の到来を迎えつつある紀州路を百齢の

皆さんと満喫しました。 

知日家のベテランガイドさんが帯同されてお

り、台北の皆さんも弘法大師の逸話に聞き入って

おられました。荘厳な金剛峰寺、奥の院をとても

気に入られた様子でした！ 

｢お見送り｣｢お見送り｣｢お見送り｣｢お見送り｣    

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

パイリンからの一行 13 名は関西空港に午後 5

時少し前に到着しました。前日帝国ホテルを 8 時

半に出て、世界遺産の高野山見学、当日は白浜を

観光し、和歌山ポルトヨーロッパで昼食、和歌山

城見学と少し予定がずれ込みましたが、何とか予

親睦活動副委員長親睦活動副委員長親睦活動副委員長親睦活動副委員長    西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也    

 平成 27年 3月 13日(金)、帝国ホテル｢八重の間｣

にて大手前ロータリークラブの 32 周年記念祝宴

が盛大に行われました。 
翌日も疲れ知らずの我々は和歌山城観光やマリー

ナシティでの食事を愉しみ、関空ヘ向かいました。 

毎年お互いを訪問し合う間柄では有りますが旅

行を共にする事で、親しみも一層湧き記念例会参加

に勝るとも劣らない収穫が有ったと痛感しました。 

定 5時に間にあいました。 

竹森さん、木村さん、それと旅行に参加した金

髙会長、大本幹事、松浦さん、淑子さんと私。パ

イリンロータリアンと奥様方はチャイナエアライ

ンと JALにそれぞれチェックインをされた後、登

場ゲートに姿が見えなくなるまで手を振られてい

ました。 

いつもながら変わらぬ友好と親善を示され、多

くの思い出を胸に残して大阪を去られたことでし

ょう。パイリン RC もだんだん世代が変わってき

ているようですが、今回は少し年配のMEさんご

夫妻と多くの会長経験者に来ていただきましたこ

と、感謝する次第です。 

 国際奉仕委員会の皆様のご協力有難うございま

した。いや大手前ロータリアン全員が協力して記

念例会やウェルカムパーティー、ICS 事業を盛り

上げていただきました、有難うございました。 

謝謝、謝謝。 

 

 

――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC アテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告そのアテンド報告その 6666    ――――    

――――    創立創立創立創立 32323232 周年記念周年記念周年記念周年記念祝宴祝宴祝宴祝宴報告報告報告報告    ――――    



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

4月度定例理事会および臨時理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：38383838 スタートスタートスタートスタート    

第 3回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (池田カンツリー倶楽部) 

・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

15‐16年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場 5Fメインホール) 

・・・・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｣) 

・・・・5555 月月月月 5555 日日日日((((火火火火・祝日・祝日・祝日・祝日))))        9999：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000    

ロータリーフェスティバル 

   (大阪市中央公会堂) 

・・・・5555 月月月月 11115555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

――――    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    ――――    

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 3月 14日(土) 

場所：ガバナー事務所 

◆第 2回ホストファミリー懇親会 13：00～15：00 

・4軒のホストファミリーが参加され、本年度 2

回目の懇親会が実施されました。 

・来日生が日本に来て 6カ月が経ち 2軒目の方

が多く、過去に何度も受入れをしてくれてい

る家も有り、来日生の扱いにも慣れられてい

るようですが、日本語の習得や部屋の片づけ

など、やはり来日生自身が努力しなければな

らない部分での問題点が有り、地区委員会と

しても今後の課題として、日本語習得につい

ては強制的にでもやって行かなければ成らな

いと思いました。 

 ・マルユッカの現ホストファミリー中林会員夫

妻も参加して頂きました。 

◆第 5回オリエンテーション 15：00～17：00 

 英語でのスピーチもだいぶ慣れてきて、声も大

きくスムーズに出来るようになってきました

が、まだ文章を見ながらが多いので 5 月のパワ

ーポイントを使用してのスピーチまでに良く勉

強して欲しいと思います。JTBからの旅行につ

いての説明とブレザー採寸もすみ、準備は着々

と進んでいます。 

次回オリエンテーション 

4月 5日(日) 9：30～16：00 

◆第 9回青少年交換委員会 17：00～18：30 

 これから事業が目白押しでより忙しくなって行

きます。 

3月 25日(水)～27日(金) 

東京研修旅行についての最終打合せ。 

4月 5日(日) 

座禅・お茶会についての打合せ。 

4月 26日(日) 

ローテックス関西 4地区合同イベントの打合せ。 

4月 30日(木) 

新旧合同委員会についての打合せ 

5月 16日(土)～17日(日) 

第 20回日本青少年交換研究会・富士会議につ

いての打合せ。 

5月 22日(金)～24日(日) 

広島研修旅行についての打合せ。 

来日学生・派遣生の動向については、特に問題

は、なし。 

次回委員会 4月 30日(木)16：00～18：00 

◆ローテックス 3月度例会 18：30～20：00 

今回も 13名のメンバーに参加して頂き、今後行う

上記委員会事業についての打合せを頑張ってして

戴いています。まだ高校生・大学生なのでフォロ

ーしてあげなければいけない部分もたくさんあり

ますが、今からこのような体験をすることが、彼

らの将来に絶対役に立ってくれると思います。 

美味しい食事と楽しい語らいで終始和やかに会

は進行し、今回も大蔭会員夫人の名指揮で大手前

会員全員での｢花は咲く｣の大合唱に加え、百齢会

員全員も登壇し｢花は咲く｣の返礼大合唱も頂きま

した。前回に続く大合唱で楽しい一幕でした。 

楽しい時間はあっと言う間に過ぎ、中林会長エレ

クトの閉会挨拶後、福井ソング担当委員の迷指揮で

｢手に手つないで｣合唱でお開きとなりました。 

 

――――    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    ――――    

3333 月月月月 22220000 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

オマール海老風味のカレーライスオマール海老風味のカレーライスオマール海老風味のカレーライスオマール海老風味のカレーライス    

オマールのコロッケを添えてオマールのコロッケを添えてオマールのコロッケを添えてオマールのコロッケを添えて    

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    


