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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 の佐藤様と久保会員の代理

で卓話をしていただきます春田様のお二人を迎え

しております。ようこそいらっしゃいました。 

 昨日大阪でも桜の開花宣言がなされ春本番を迎

えましたが、皆様お変わりありませんか。私は、

風邪の影響なのか花粉症のせいかわかりませんが

鼻声がなかなか治りません。これからしばらくは

心が浮き立つ季節が続きますが、気温の変化もあ

りますので健康に気を付けていこうと思います。 

さて、我クラブのチャーターメンバーである田

中会員と犬伏会員のお二人が本日例会をお休みさ

れています。実は、田中会員が丁度1ヶ月前の先月

27日に手術を受け、犬伏会員は本日手術の日だそ

うです。幸いなことに、お二人とも早期発見早期

治療で、入院期間も短く、来月末頃にはお元気な

姿を見せていただけるとのことで安心しておりま

すが、お二人とも我クラブにとって宝のような存

在ですので、一日も早いご回復とご復帰を祈念し

ております。5月にはお二人の全快お祝いの会を開

催したいと思いますのでふるってご参加下さい。 

 国内ビジター 1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  1名   会 員 出 席  25名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 

<3 月 27 日の出席率 83.87％>  

Make up を含む 3/6 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

会員の皆様へ当クラブの事務局就業時間のご理

解・ご協力のお願いです。事務局の就業時間は午

前10時から16時までとなっております。電話での

事務局への連絡はこの時間内にして頂きますよう

お願い致します。 

4444 月月月月 3333 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 4 月 3 日 第 1537 回例会 
雑誌月間 

◎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(4(4(4(4 月月月月 10101010 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそそれでこそそれでこそそれでこそロータリー｣ロータリー｣ロータリー｣ロータリー｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ホテルホテルホテルホテル業界業界業界業界について｣について｣について｣について｣    

松田松田松田松田    喜則会員喜則会員喜則会員喜則会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    森山森山森山森山    直太朗直太朗直太朗直太朗「「「「さくらさくらさくらさくら((((独唱独唱独唱独唱))))」」」」    

4444 月月月月 11110000 日の例日の例日の例日の例会場会場会場会場    

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｣    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    

･広報委員会担当卓話･広報委員会担当卓話･広報委員会担当卓話･広報委員会担当卓話    

｢｢｢｢ロータリーフェスティバルについて｣ロータリーフェスティバルについて｣ロータリーフェスティバルについて｣ロータリーフェスティバルについて｣    

多田多田多田多田    秀觀委員長秀觀委員長秀觀委員長秀觀委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    滝滝滝滝    廉太郎廉太郎廉太郎廉太郎「「「「花」花」花」花」    

 



長谷・・・大好きな桜の季節です。楽しみましょ

う。本日卓話、春田さまのバレエのお

話し楽しみです。 

金髙・・・昨日、桜の開花宣言がありました。こ

れから 1 ヶ月程、大川界隈が賑わいま

すね。 

鹿野・・・今年も春が来ました。一年たつのが早

いです。 

木村・・・何もありませんが！ 

久保・・・卓話よろしくお願いします。 

中村(不)・又、寒くなりました。お体お気を付け

下さい。 

岡田・・・桜の季節です。 

大本・・・春田様、卓話楽しみです。5/5ロータリー

フェスティバル御参加よろしくお願いし

ます。依津子会員Happy Birthday！ 

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

ハートストリングス代表ハートストリングス代表ハートストリングス代表ハートストリングス代表    

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    琴栄氏琴栄氏琴栄氏琴栄氏    

((((久保久保久保久保    友志郎友志郎友志郎友志郎会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

卓話というご機会をい

ただき三部構成で行いま

した。一部は、自身で製

作した、チュチュ(ピンと

スカートの張ったバレエ

衣裳のこと)を付けて、白

鳥の湖を、踊りました。

至近距離で踊ることで、

皆様の視線をしっかりと感じることで、一体とな

って踊る事ができました。 

・芸術・文化同好会・芸術・文化同好会・芸術・文化同好会・芸術・文化同好会    

曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

久し振りの開催です。 

日時：5月 31日(日)11時銀閣寺前集合 

場所：①銀閣寺 

    創建当時の如く復元された 2 階部分や

数々の美術品、襖絵等、一般の見学では

見学出来ない所を専門家の解説で見学し

ます。 

   ②住友泉屋博古館 

    銅製の美術品を主とした重要な品々を見

学します。 

   ③南禅寺近辺で庭園が大変きれいな料理屋

で湯豆腐の昼食 

後日詳細記載の案内状をお送りし、出欠を取らせ

ていただきます。 

・囲碁同好会・囲碁同好会・囲碁同好会・囲碁同好会    

中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

先週の理事会で囲碁同好会を正式に認めて頂き

ました。活動は原則第 2、第 4 金曜日で例会終了

後、1時間程、南森町にある碁会所｢せきとば｣で、

プロ八段の先生に基本から教えてもらいます。会

費は月に 4,000 円、参加時に 1,000 円の席料がか

かります。 

まだ初めて碁石をさわるメンバーばかりですの

で、どなたでもお気軽に見学に来て下さい。 

・・・・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    

～新入会員歓迎会のご案内～  

佐々木裕会員の歓迎会を下記の通り企画いたし

ました。皆様におかれましては何かとお忙しいと

は存じますが、是非ご出席頂きます様ご案内いた

します。 

日時：平成 27年 4月 24日(金)18時 30分～ 

場所：帝国ホテル大阪 23階｢ジャスミンガーデン｣ 

会費：8,000円 

・・・・国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会    

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 

記念例会にパイリン RC の会員と家族が来られ

ていましたが、皆様の接遇ありがとうございまし

た。国際奉仕委員の方々にも大変ご協力していた

だきました。又、各行事の委員に割り振って書い

ていただきましたが、遅れることなく提出してい

ただき先週の週報に全て載っていました。謝謝。 

5 月 23、24、25 日のパイリン RC の記念例と

ICS 事業への参加に、現在 25 名の会員と家族が

申し込まれています。大勢で楽しい旅行になりそ

うです。旅行業者から渡航手続きの書類が来てい

ますので必要事項を記入の上、提出して下さい。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥26262626,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,71,71,71,755555555,000 ,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    ――――    

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

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    ――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    



・・・・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｣) 

・・・・4444 月月月月 24242424 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

新入会員歓迎会 

   (帝国ホテル 23階｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・5555 月月月月 5555 日日日日((((火・祝日火・祝日火・祝日火・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｣) 

・・・・5555 月月月月 22222222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢水仙の間｣) 

――――    第第第第2222回回回回ｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長会議社会奉仕委員長会議社会奉仕委員長会議社会奉仕委員長会議報告報告報告報告    ――――    

次年度社会奉仕委員長次年度社会奉仕委員長次年度社会奉仕委員長次年度社会奉仕委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2015年 3月 28日(土)10：00～12：30 

場所：薬業年金会館(中央区) 

 本年度次年度の社会奉仕委員長が集まって会が

開催されました。 

国土交通省の方より｢大阪湾再生に向けた取り

組みについて～多様な主体との連携・協働～｣の題

材で講演があり、地区としても大阪湾の再生に協

力していく方向で協力していきます。次にロータ

リーフェスティバルについての説明と、地区で献

血の結果報告がありました。 

最後に、実際に虐待の体験をされた方が実体験

の報告をされ、今は虐待が起きないよう全国を講

演されている話を聞き、改めて虐待の実態を知り

防止に少しでも協力出来ればと考えさせられまし

た。 

二部は、自己紹介と、現在の活動内容、自身の

会社の理念、将来の夢などをお話させていただき

ました。 

三部は、皆様で白鳥の踊りの動きで、肩こり解

消、姿勢改善、体幹トレーニングのご紹介をさせ

ていただきました。皆様『キツイ～！！効く

～！！』と、とても楽しそうでした。初めてこと

で緊張しましたが、皆様の優しいお心遣いにより、

暖かい空気の中、進めることができました。 

私は、プロバレエダンサー、バレエ講師、バレ

エコスチューム作製の三本柱で活動中です。クラ

シックバレエの教室を立ち上げ一年足らずです

が、生徒数は 50 名に達し、今後ネットショッピ

ングを開始していきます。 

3 歳からバレエを始め、学生時代はコンクール

や留学とバレエ漬けの日々でした。学生を卒業後

はクラシックバレエの講師とアルバイトをしてい

ましたが、生計を立てられない自分に嫌気が刺し、

一度バレエを辞めてしまいした。女性専用フィッ

トネスで社員として働きましたが、やはりバレエ

を忘れられずに一年後にバレエ界に復帰、それか

らは、信念を持ち、バレエを仕事にし、生計を立

てられるようになりました。 

現在は、二つの想いを胸に毎日奮闘しておりま

す。一つ目は、バレエの大衆化です。人々の芸術

性を養うことにより、もっと日本人は感受性豊か

になると思います。身近にバレエを感じてもらう

為に、色んな角度からバレエを広めていきたいで

す。 

現在、大人から始めるバレエを中心に教室をし

ていますので、9割が成人女性で、30代から 50

代の方が平均です。今後、60～70代向けのバレエ

レッスンも行う予定です。日常的を活性化する為

に、バレエを取り入れ、心身共にキラキラと明る

く、美しくなっていく方が多いです。そのお手伝

いをしていきたいと、思っています。 

二つ目は、日本では、バレエを職業にして生計

を成り立たせるのが難しいのが現状です。その考

えや、バレエ界の流れを変えたいと思います。子

供のころから一つのことを、全うしたバレリーナ

は真面目で、ひたむきです。彼女達に、芸事でし

っかりと生計を立ててもらい、バレエが好きな

人々も、バレエに携わる仕事をしていってもらい

たいと思います。その為、ハートストリングスは、

教室運営、衣裳製作などを拡大し、仲間を増やし、

会社組織として運営を目指しています。日々精進

し、頑張っていきます。どうぞ、今後ともご声援

の程、宜しくお願い致します。 

――――    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    ――――    



標としているそうです。 

利用者の平均年齢は 80 歳を超えてはいるもの

の、皆とても元気で、始めたころ 50 を超えてい

たスコアが、40 を切るようになり、さらには 35

で回る方もいて、練習をすればまだまだ上達する、

と練習に励んでいるそうです。 

佐藤さんは、｢自分がロータリーに入会し、社会

奉仕を学ばなければミニパターゴルフ場をつくる

アイデアは生まれなかったと思います。何より、

自分が元気でいられるのもミニパターゴルフ場を

つくり、そこに地域の皆さんが集まり、交流の場

として利用してもらえるからです。自分も健康で、

生きる力をいただいているのです。本当につくっ

てよかった｣とおっしゃっていました。 

ミニパターゴルフ場は日々の管理がとても大切

で、当クラブの渡辺勇会員が造成を手伝い、日々

手入れをしています。 

先日、佐藤さんにお会いした時、別れ際に｢蟹は

甲羅に似せて穴を掘る｣ということわざを引用し、

｢ロータリーで学び、経験したことが、人に役立つ

ことがしたいという自分の思いを大きくしたんで

す｣と力強く語っており、印象に残りました。 

現役のロータリアンより真のロータリアンといえ

る人がここに生きている。感謝の気持ちいっぱい

で帰路につきました。 

｢｢｢｢蔵王山麓大地の恵み事業蔵王山麓大地の恵み事業蔵王山麓大地の恵み事業蔵王山麓大地の恵み事業｣｣｣｣    

山形北ロー山形北ロー山形北ロー山形北ロータリークラブタリークラブタリークラブタリークラブ    高橋高橋高橋高橋    一夫氏一夫氏一夫氏一夫氏    

((((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))))    

本事業は｢大地と共に人を耕す｣をテーマに、山

形の未来を担う子どもたちに、命の源である食べ

物への感謝の気持ちと収穫の喜びを感じ取っても

らうと同時に、その体験を通して生きることの意

義を知ってもらうことを目的として、山形市西蔵

王地区の畑で行いました。 

 10月 30日、保育園児 23人、知的障がいがある

青少年 16人、その他関係者約 20人、一般市民 20

人、そして当クラブ会員約 40 人を加えた約 120

人の参加者が、晴天に恵まれた西蔵王高原に広が

る畑で、ダイコン掘りを行いました。このダイコ

ンは、当クラブの会員とその家族が 8 月に種をま

き、9 月に間引きをして育てたもので、立派に育

っていました。 

 収穫後、近くの特設会場で採れたダイコンをお

でんにして食べながら全員で収穫祭を行いまし

た。当地は高原野菜がおいしいことで知られてお

り、ダイコンも大変おいしくいただきました。帰

りにはダイコンのお土産もあり、自宅で食べるの

を楽しみに持ち帰りました。 

 また関連イベントとして、ダイコン収穫祭に参

加した園児に絵を描いてもらい、絵画展を開催し

ました。当クラブは知的障がいがある青少年との

交流はほぼ毎年行っていますが、今回は新たに保

育園児らも加わり、ダイコンを通して少しでも感

謝の気持ちと収穫の喜びを感じてもらえたのでは

ないかと思っています。    

｢｢｢｢元会員元会員元会員元会員 96969696歳歳歳歳    社会奉仕にまい進中社会奉仕にまい進中社会奉仕にまい進中社会奉仕にまい進中｣｣｣｣    

福島南ロータリークラブ福島南ロータリークラブ福島南ロータリークラブ福島南ロータリークラブ    林林林林    克重氏克重氏克重氏克重氏    

((((第第第第 2530253025302530 地区地区地区地区    福島県福島県福島県福島県    印刷印刷印刷印刷))))    

佐藤佶さんの自宅の庭には、9 ホールのミニパ

ターゴルフ場があります。当クラブに在籍してい

た 7 年前、地域に貢献をしたいと自宅の畑をつぶ

し、約 300坪のミニパターゴルフ場をつくり、無

料で開放しました。 

 オープン時には、当クラブでパターやボールな

どを持ち寄って寄贈するとともに、芋煮会を兼ね

た開場記念コンペを行いました。 

現在は、毎週水曜と土曜に行われる練習会に地

域の住民の方が 15 人ほど集まり、約 2 時間練習

を行っています。年間参加人数は、平石地区の住

民より多い 800 人を超え、今年度は 1000 人を目

――――    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 4444 月号より月号より月号より月号より    ――――    

――――    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    ――――    

 

北村 光司（23日）関  謙二（28日） 

岡本 雄介（13日）辻村 和弘（14日） 

中林 邦友（17日）鹿野 浩一（25日） 

佐々木 裕（29日）田中  健（26日） 

犬 伏  將（15 日）上野 勝巳（22 日） 

小林アツ子（24日）小林アツ子（24日） 

松浦 貞男  まつうら工業㈱      （1946） 

犬伏  將  ㈱ピンク洋装店       （1953） 

小松 英宣  小松英宣法律事務所    （1979） 

金髙 好伸  やわらぎ綜合法律事務所 （1981） 

北村 光司  Seiju国際知財事務所   （1992） 

三木 元昭  三木会計事務所      （1993） 

瀬尾 公一  瀬尾会計事務所      （1995） 

大本 達也  ㈱アースマザー･グリーン  （2001） 

辻村 和弘  ㈱アンサー        （2002） 

河野 裕一  河野会計事務所      （2004） 

竹森 敏麿   ㈱アルキャスト      (2008) 


