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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の幸田様、大阪北RCの柳原 

様、長谷会員の友人である村上様、地区交換留学

生のマルユッカ様の4人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。 

さて、先週土曜日に松浦会員とともに犬伏会員

のお見舞いに行ってまいりました。イタリア製の

おしゃれなパジャマを着こなしておられ、入院中

も相変わらずダンディでした。 

イタリア語会話の本が棚に置いてあり、イタリ

アから来日した米山奨学生のカウンセラーとして

活躍されるため病室でも着々と準備を進めておら

れる様子でした。今週日曜日に退院され、現在は

自宅で療養されていますが、近いうちに復帰して

頂けると思います。 

また、水曜日に多田米山奨学委員長と一緒に奨

学生のオリエンテーション・懇親会に出席してま

いりましたが、奨学生のパオラさんは明るく聡明

な女性で、犬伏会員がイタリア語をブラッシュア

1 先週から開始のバヌアツ災害義援金ボックス、

今週も皆様ご協力宜しくお願いします。 

2 次週17日例会終了後、定例理事会です。 

――――    ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録    ――――    

ップしている旨話したところ大層喜んでおられま

した。パオラさんには次週例会に出席され自己紹

介をしていただく予定ですので、皆さん宜しくお

願い致します。 

明日は、私の一番苦手とするゴルフのコンペで

す。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致し

ます。 
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2015 年 4 月 17 日 第 1539 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 24242424 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢春が春が春が春が来た来た来た来た｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢笑顔を導く笑顔を導く笑顔を導く笑顔を導くコミュニケーション術コミュニケーション術コミュニケーション術コミュニケーション術    

        ～悪性ガンを笑顔で超えて～～悪性ガンを笑顔で超えて～～悪性ガンを笑顔で超えて～～悪性ガンを笑顔で超えて～｣｣｣｣    

心理カウンセラー心理カウンセラー心理カウンセラー心理カウンセラー    

コミュニケーションサポート・ローズウット主宰コミュニケーションサポート・ローズウット主宰コミュニケーションサポート・ローズウット主宰コミュニケーションサポート・ローズウット主宰    

坂本坂本坂本坂本    弥生氏弥生氏弥生氏弥生氏    

((((三木三木三木三木    元昭会員紹介元昭会員紹介元昭会員紹介元昭会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ｼﾞｪｰｼﾞｪｰｼﾞｪｰｼﾞｪｰﾑﾑﾑﾑｽﾞｽﾞｽﾞｽﾞ････ﾎｰﾅｰﾎｰﾅｰﾎｰﾅｰﾎｰﾅ 「ー「「「IF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHER」」」」    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢どこかで春がどこかで春がどこかで春がどこかで春が｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢私私私私のロータリーのロータリーのロータリーのロータリー、、、、あれこれあれこれあれこれあれこれ｣｣｣｣    

松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男会員会員会員会員    

････5555 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    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「「「「歌の翼に」歌の翼に」歌の翼に」歌の翼に」    

日 時：2015年 4月 10日(金) 

審議議案： 

1．広報委員会構成において委員長の中野裕司会

員を委員に、大蔭政勝会員を委員長に変更する

旨、承認。 



福井・・・桜、終わりかな！ 

長谷・・・ようこそ村上さん、ごゆっくりと楽し

んで下さいませ。 

金髙・・・明日、ゴルフよろしくお願いします。 

鹿野・・・会長、お世話になります。 

木村・・・何もありませんが！ 

北村・・・松田さん、お世話になっています。卓

話楽しみにしています。 

三木・・・先週欠席のおわび。 

西尾・・・娘が無事に嫁ぎました。ニコニコ！ 

大本・・・松田さん卓話楽しみです。ポロシャツ買

いました。ニコニコ。マルユッカさんよ

うこそ！西尾さんおめでとうございま

す。 

関・・・・長谷さんお気遣いありがとうございま

した。 

竹森・・・カバンが出てきてよかった。マルちゃ

ん、いらっしゃい。 

辻村・・・松田会員、初の卓話楽しみにしていま

す。 

｢｢｢｢ホテル業界についてホテル業界についてホテル業界についてホテル業界について｣｣｣｣    

松田松田松田松田    喜則喜則喜則喜則 

・本日は １．世界のホテル ２．帝国ホテルの

歴史という 2つについて話をさせていただく。 

◆世界のホテル 

・世界の著名な６つのホテルを写真で紹介。 

リッツ・パリ 

ウオルドルフ・アストリア(ニューヨーク) 

エクセルシオールホテル ガリア、 

ラグジュアリーコレクションホテル ミラノ 

モアナ サーフライダー(ハワイ) 

ヴィラ デステ(イタリア コモ湖) 

プラザ ホテル(ニューヨーク) 

・欧米のホテルと日本のホテルは収益構造が異な

・・・・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    

先日 FAXで御案内致しました 5月 31日京都銀

閣寺等の見学会ですが、銀閣寺の事情により時間

を変更することになりました。5月 31日も目的地

も変わりませんが、時間が午後になり食事が夕食

となります。後日改めて新しい案内状をお送り致

します。宜しくお願いします。 

・・・・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    

委員委員委員委員    関関関関    謙二謙二謙二謙二    

2015 年 5 月 23日(土)～5 月 25 日(月)の台湾訪

問に 26 名の出席を予定しております。まだ旅行

会社に申込書を提出されていない方は手続きが出

来なくなりますのでよろしくお願いします。 

――――    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    ――――    

こんにちは。交換留学生

のマルユッカです。今回は、

学校の部活動についてお話

させていただきます。私は、

軟式テニス部に入っていま

す。しかし、今月の 25日に

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

引退試合があるということでもうすぐ終わりにな

ってしまいます。ということで、このテニス部で

の短い時間を振り返ってみました。 

そもそもテニス部に入ろうと思ったのは、同じ

クラスのテニス部に入っていた友達がすすめてく

れたからです。テニスはやったことがなかったの

で最初は難しかったですけれど、毎日練習し続け

て少しずつできるようになりました。一回は試合

にも出ることができました。 

一番印象に残ったのは、テニス部のメンバーの

態度です。どんなに疲れても毎日やる気を出して

練習に行くことには感心しました。例え雨の日で

も全員で協力してスポンジを使ってコートの整備

をします。それを見て、自分もいろんなことをも

っと頑張らないとならないと強く感じました。 

この残りのテニス部での時間を楽しみたいと思っ

ています。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥38383838,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,888868686868,000 ,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    ――――    

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    



 国内ビジター 2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  24名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  6名 

<4 月 10 日の出席率 82.86％>  

Make up を含む 3/20 の出席率 96.67％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

り、宿泊中心型の欧米ホテルの方が、宴会を持

っている日本のホテルより収益性が高い。 

・ホテルは、独立系のホテルとチェーンホテルと

に大別される。 

・世界的に有名なホテルチェーンを紹介。 

(資料参照) 

・ザ・リッツカールトンは元々独自のホテルチェ

ーンだったが、今はマリオット・インターナシ

ョナルというホテルチェーンに属しており、こ

ういった変化が日々行われているのが現状。 

・帝国ホテルやリッツなどは独立系のホテルであ

るが、独立系ホテルを束ねる組織を持ち、互い

に世界中の顧客を紹介しあうことにより、チェ

ーンホテルが持つ世界的なネットワークという

強み部分を補完している。 

◆帝国ホテルの歴史 

・1890 年(明治 23 年)に、日本の迎賓館の役割を

担うため、井上馨・渋沢栄一といった明治の政

財界の要人が発起人となり、11月 3日に開業。 

・初代の建物はルネッサンス調の 60室のホテル。 

・二代目の建物は、アメリカの有名建築家フラン

ク・ロイド・ライトが設計。1923年 9月 1日に

オープン。 

・その日、関東大震災。東京中の建物が崩壊する

中、ライト館だけはほとんど無傷で残り、新聞

社や官庁を受け入れた。この時の DNA が平成

23 年 3 月 11 日の東北大震災の時の帰宅難民

2000名以上の受け入れに受け継がれている。 

・125 年の歴史の中で、ホテルとして日本である

いは世界で初めて始めたサービスが沢山ある。 

ホテルウエディング 

 バイキング 

 アーケード 

 ホテル内郵便局 

 ランドリー などなど 

帝国ホテル大阪は、平成 8 年 3 月 15 日に開業

し、来年の 3月で 20歳となる。 

今年の 3月 15日から来年の 3月末までを 20周

年期間としている。 

ご愛顧の程よろしくお願いいたします。 

次年度幹事次年度幹事次年度幹事次年度幹事    竹森敏麿竹森敏麿竹森敏麿竹森敏麿    

日時：2015年 4月 11日(土)12：30～17：00 

場所：大阪国際会議場 

出席義務部門：次年度会長・幹事・SAA 

クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕 

青少年奉仕・国際奉仕 

ロータリー財団・米山奨学 

クラブ研修リーダー 全 10部門 

7 月から新年度を迎えるにあたり、地区研修・

協議会が開催されました。ホストクラブの大阪RC

様の進行により進められました。13 時～15 時に

本会議、15時 20分～17時に部門別協議会が行わ

れました。 

本会議では、次年度 RI 会長｢ラビンドラン｣様

の方針を軸に、第 2660 地区の次年度方針を大阪

RC の立野ガバナーエレクトより説明を頂きまし

た。 

7 つの重要項目を掲げ、財政健全化を進め単年

度黒字化を図るための方策を進める事やロータリ

ー財団への寄付のお願いや事業縮小など説明が有

りました。 

その中でも、次年度に｢戦略計画委員会｣の設置

要請があり、高島戦略計画委員長より具体的な説

明が有りました。 

次に、RIを身近に感じて頂くための趣旨として

｢ラビンドラン次年度 RI 会長｣のスピーチムービ

ーを見た後に、RI役職の方々による座談会が行わ

れました。 

本会議が終わり、各クラブ会員の皆様は部門別

協議会へ参加されました。ご参加頂きました、次

年度各委員長ならびに委員の皆様ありがとうござ

いました。 

今回の協議会を経て、当クラブの次年度委員会

事業案を各委員会にて作成をお願い致します。 

 ――――    15151515----16161616年度のための地区研修・協議会報告年度のための地区研修・協議会報告年度のための地区研修・協議会報告年度のための地区研修・協議会報告    ――――    



伊勢原市のイメージキャラクター、クルリンも登

場し、子どもたちと一緒に楽しみました。 

 開催にあたり、一般市民に観覧を呼び掛け、来

場してもらうことで養護学校への理解を深めても

らうことができたと思います。今後はこの会を参

考にしつつ、学校側とも連携を取りながら、より

意義のある楽しいイベントにしたいと考えていま

す。アンケート調査の結果、80パーセント以上を

占めた｢次回も音楽鑑賞会をやってほしい｣という

声にこたえるために。 

(長倉博保・記) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 11112222 日日日日((((金金金金))))        11113333：：：：44440000～～～～    

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・・・・6666 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

7月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

｢養護学校の子どもたちと音楽鑑賞会｣｢養護学校の子どもたちと音楽鑑賞会｣｢養護学校の子どもたちと音楽鑑賞会｣｢養護学校の子どもたちと音楽鑑賞会｣    

伊勢原平成ロータリークラブ伊勢原平成ロータリークラブ伊勢原平成ロータリークラブ伊勢原平成ロータリークラブ    

((((第第第第 2780278027802780 地区地区地区地区    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県))))    

当クラブでは長期目標に｢養護学校支援事業｣を

掲げ、これまで県立伊勢原養護学校に通う子ども

たちとの関わりを段階的に進めてきました。2012

年にはクリスマス例会に子どもたちを招いて、一

緒に餅つきをして楽しみました。13年は養護学校

の文化祭に協力する形でボウリングや的当てなど

のゲームコーナーを作り、子どもたちに楽しんで

もらいました。 

 そして昨年は 11 月 8 日、当クラブ主催で音楽

鑑賞会｢みんなの音楽会｣を開きました。本物の音

楽に触れてもらうことで、豊かな感性を育んでも

らいたいという思いから、地区補助金を活用し実

施に至りました。最初はざわついていた子どもた

ちも次第に聞き入り、終盤は校歌、｢手のひらを太

陽に｣、映画｢アナと雪の女王｣の曲に合わせて皆で

合唱し、とても元気な歌声を聞かせてくれました。

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 4444 月号より月号より月号より月号より    ――――    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

今回、次年度の協議会と日程が重なったことも

あって、参加者が 9名とさみしいゴルフコンペと

なりました。 

雨族ものの雨の心配もなく、ただフェアウェー

のコンディションは決して良い状態ではありませ

んでした。 

昼休みの時間が 1 時間 30 分と長く、松浦さん

と私が夕方から所用の為に 16ホールで NR、又、

木村さんも途中でリタイア。結局 6名のコンペと

なりました。 

優勝は、第一回に続いて西尾氏、又準優勝は大

本氏、第三位は松田さん第五位(B.B賞)はMさん

で終了しました。 

少人数の為に“馬”は取りやめに、又 B.B賞は

次回にあてる事になりました。 

次回は 6 月 6 日(土)です。今期最後のコンペで

すので、皆様奮ってご参加の程宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

4444 月月月月 24242424 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテ帝国ホテ帝国ホテ帝国ホテル大阪ル大阪ル大阪ル大阪 3333 階｢階｢階｢階｢白鷺白鷺白鷺白鷺の間｣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    ――――    

4444 月月月月 17171717 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

桜エビと浅蜊のピラフ桜エビと浅蜊のピラフ桜エビと浅蜊のピラフ桜エビと浅蜊のピラフ    

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    

――――    第第第第3333回大阪大手前回大阪大手前回大阪大手前回大阪大手前RCRCRCRCゴルフコンペ報告ゴルフコンペ報告ゴルフコンペ報告ゴルフコンペ報告    ――――    


