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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 
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2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
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事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
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E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
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E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 
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E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 

OSAKA-OTEMAE 
第第第第 2660266026602660 地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ 

Rotary Club Weekly Bulletin 
創立 1983年（昭和 58年）3月 18日

日 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
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E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 
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2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 

OSAKA-OTEMAE 
第第第第 2660266026602660 地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ地区大阪大手前ロータリークラブ 

Rotary Club Weekly Bulletin 
創立 1983年（昭和 58年）3月 18日

日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 



会長 金髙 好伸   幹事 大本 達也   会報担当委員長 多田 秀觀 
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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先先先先々々々々週週週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 の佐藤勉様、三木会員の代

理で卓話をしていただく坂本弥生様をお迎えして

おります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、新緑がまばゆい季節になりました。本年

度も2か月余りとなり、次年度執行部も本格的に稼

働しておりますが、来月にはRFや訪台等、重要な

行事が残っておりますので幹事ともども気持ちを

引き締め会務に努めていこうと思います。 

ゴールデンウイークにRFが開催されるため私

は家族と離れ大阪に居残りの予定です。公私とも

皆様のご協力をお願い致します。 

欠席者への週報郵送は5月より停止し、次週に手

渡しとさせて頂きます。 

5月1週目は休会ですので5月8日例会分からの

開始となります。 

・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

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    

事務局へ提出する原稿は締め切りを月曜日とし

ます。遅れたものは掲載できません、協力をお願

いします。    

・・・・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    

委員委員委員委員長長長長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

本日夕方 6 時 30 分より、佐々木裕会員の入会

を歓迎する催しを当帝国ホテル大阪 23 階ジャス

ミンガーデンにて行います。ご参加予定の方々に

はお忘れなき様お願いします。併せてお一人 5 分

ぐらいの歓迎メッセージをご用意いただく様お願

いします。 

本日、次年度クラブ協議会資料一式をポスティ

ングしております。提出期限は、5月8日です。提

出期限厳守でお願い申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

2015 年 5 月 8 日 第 1541 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((((5555 月月月月 15151515 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢雨雨雨雨｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二会員不二会員不二会員不二会員    

･新旧･新旧･新旧･新旧合同理事会（合同理事会（合同理事会（合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「野ばら野ばら野ばら野ばら」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



金髙・・・来週ロータリーフェスティバルに参加

よろしくお願い致します。 

鹿野・・・お世話になっています。 

三木・・・本日代理卓話の坂本弥生さんです。よ

ろしく。 

中村(不)・良い気候になって来ました。少し暑い

です。 

西尾・・・明日、京都第 6 レースにニシオボヌー

ル出走します。ガンバって欲しいなぁ！ 

岡田・・・新緑の季節です。 

岡本・・・肩痛いのでしばらく体操当てないで下

さい。 

大本・・・坂本弥生様、卓話楽しみです。欠席者

への週報の郵送の取り止め、皆さま御

協力お願いします。 

佐々木(裕)・本日は歓迎会がありますので。 

瀬尾・・・三木先生、坂本さん、代理卓話楽しみ

です。前回欠席のおわび。 

竹森・・・ノミニー理事会参加ありがとうござい

ます。 

山本・・・三木さん、代理卓話楽しみにしており

ます。 

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術～表情～表情～表情～表情

筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～筋セラピーで笑顔あふれる毎日を～｣｣｣｣    

コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表コミュニケーションサポート・ローズウッド代表    

((((産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー産業カウンセラー))))    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))))    

表情筋というと、どうし

ても｢美容・アンチエイジン

グ｣というイメージが強く、

｢レッスンは女性がするも

の｣と思われがちです。 

しかし、私は男女関係な

く、小学生からお年寄りまで、全ての方々に表情

筋に対する知識とレッスンを身につけていただき

たいと思っています。 

というのも、表情筋は脳と直接つながっていて、

この筋肉を健康に保つことで 

●体が元気になる●心(脳)が元気になる●良好

な人間関係が築ける●潜在意識活用がうまくい

く、等の効用(最近の脳科学で証明済み)があるか

らです。 

私は 10 年前、癌による鬱状態に陥った時、偶

然知った表情筋レッスンで明るく前向きな気持ち

を取り戻し、鬱から脱出する事ができました。 

その体験がきっかけで、現在に至るまで、講師・

カウンセラー・表情筋セラピストとして、健康で

元気に活動して参りました。上記効用を実感して

いる一人として今日はその事をどうしてもお伝え

したいと思っていました。 

次に、表情に関することですが、最近｢普通にし

ていても不機嫌そうに見える人｣｢笑顔が寂しい

人｣(いわゆるスマホ顔・パソコン顔)が増えていま

す。これは決して他人事ではありません。 

普段の何気ない行動や生活習慣から誰もが気づ

かない内に、この様な｢表情の乏しい人｣になって

しまう危険性があるのです。 

そしてもっと怖いのは、表情に連動して心まで

暗くなってしまう事、プチ鬱になってしまう事で

す。つまり精神的ストレスから表情が暗くなるの

ではなく、メールや LINE中心の会話など、表情

筋を使わない生活が原因でメンタル不調になる事

もあるのです。 

そして｢その解決策は表情筋リセット法にある｣

という事を今日のセミナーでお伝えしたいと思っ

ていました。表情筋リセット法のレッスンは時間

的制限の中、ほんのさわりだけでしたが、普段か

ら表情筋を健康に保つことの必要性を感じて頂け

たなら幸いです。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33338888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999940404040,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱報告箱報告箱報告箱報告    ――――    

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



 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 24 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 4/3 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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 6666 日日日日((((金金金金))))            

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会新入会員歓迎会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

｢｢｢｢佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して佐々木裕会員の入会を祝して｣｣｣｣    

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

4 月 24 日(金)の夕べ、

帝国ホテル大阪 23 階の

『ジャスミンガーデン』

に於いて佐々木裕会員の

入会を祝う懇親会が 20

名の参加を得て行われま

した。 

前半はクラブ奉仕委員長の岡本雄介会員、後半

を親睦活動委員長の松浦貞男会員の司会で進めら

れました。金髙会長からの挨拶の後、出席された

全ての会員から歓迎と期待のこもった声が届けら

れました。 

今年度は金髙会長、大蔭増強委員長の会員増強

への熱い取り組みもあって会員数純増 1名に到達

しました。しかも佐々木裕会員は入会前の多くの

活動を通じて多くの友人と奉仕の交流をされてこ

られました。そのことは出席者の発言のなかにも

たくさん報告されていました。 

きっとこれからのロータリークラブの取り組み

を通じて友人との交流、奉仕の取り組みが生かさ

れることと思います。楽しみにしています。 

 

 

――――    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    ――――    

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

多田 秀觀 



 パレードが始まったころは通行の人も少なかっ

たのですが、昼前ぐらいから周辺のフリーマーケ

ットやらボランティア団体の人力駆動の子供用乗

り物など愉快な出し物もあって人がいっぱい集ま

ってきました。 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

5 月 5 日快晴で始まったロータリーフェスティ

バルは中之島祭の一部として多くの一般の人の参

加もあり大賑わいでした。 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル報告報告報告報告    ――――    『フォーラム B ロータリーの明日を考える』

では台湾での肝臓がん撲滅運動の成果と日本のロ

ータリーからの援助に対する感謝を聞き、続いて

『危険ドラッグ撲滅サミット』で夜回り先生、水

谷修さんから薬物汚染の現状と惨状から、取り締

まりの『麻薬 Gメン』の販売締め付けと検挙の実

態から、買わせない運動の必要性を実感してフェ

スティバルの閉会となりました。 

ここで一度外に出て『米山奨学生のパオラ』の

居場所を確認し呼び寄せてチャリティコンサート

の開始でホールに入りました。 

 テノール歌手 

 加藤ヒロユキとピアニスト、バイオリニスト 

 バイオリン 

 阿佐聖姫子とピアニスト 

 の組み合わせで始まりました。まず『阿佐聖姫

子』ドイツ在住で明日に出発を控えて先に演奏を、

と 2曲の演奏の後引っ込みました。 

そしてテノール歌手の歌とおしゃべりが続き一

段落したところでもう一度先の『阿佐』嬢があら

われ、加藤氏のバイオリニストとの競演になりま

した。 

まず男性が弾きはじめ、トーンが沈んだところ

で女性が引き継いで自分の曲で盛り上げ、後ろか

ら弓で肩をたたいて振り返ったところを曲の横取

り、今度は少し静かな調子になった時に低音の大

きな音で曲を奪い取るなど、見ていても、聞いて

いても、とても楽しいコンサートでした。 

 一方、公会堂では『キッズダンスフェスティバ

ル』に始まってフォーラム，講演、チャリティコ

ンサートと、進んでゆきます。すべてに参加はで

きないので、まず『キッズダンスフェスティバル』

を楽しみ、食事と休憩で外に出て中之島祭を少し

見て公会堂に戻りました。 

 

 


