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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は、大阪東 RC の佐藤勉様、中林会員の代

理で卓話をしていただく星野様、地区交換留学生

のマルユッカさんの 3 名のお客様をお迎えしてお

ります。ようこそいらっしゃいました。 

さて、5月5日のロータリーフェスティバルに参

加して頂いた多数の会員、家族の皆様、朝早くか

らご苦労様でした。 

当日は天気にも恵まれ、米山奨学生のパオラさ

んも参加して頂き盛大なパレードが行われまし

た。また、午後に開催された危険薬物撲滅のシン

ポジウムは夕方のテレビニュースで放映され、広

報活動としても功を奏したようです。 

本年度もあと2ヶ月を切りましたが、気持ちを引

き締めてやっていきますので皆様のご協力をお願

い致します。 

1 配布物 2点 

①ロータリーの友 

②理事の方ガバナー月信 5月号 

2 次週例会後新旧合同定例理事会開催。 

・・・・職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員委員委員委員長長長長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

5月 29日(金)例会終了後、企業見学として尼崎

市にある｢雷テクノロジーセンター｣を訪問し、終

了後 18：00 より帝国ホテルフライングトマトカ

フェで懇親会を開催しますので、多数のご参加お

待ちしております。 

5月22日｢次年度のためのクラブ協議会｣が開催

されます。クラブ協議会用資料の提出期限は5月8

日までです。未提出の方は、至急提出をお願い申

し上げます。 

・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

来る 6月 6日第 4回金髙年度のゴルフコンペを

行います。交野カントリーを西尾会員のご好意で

取らせていただきました。奮ってご参加の程をお

願いします。 
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2015 年 5 月 15 日 第 1542 回例会 

◎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 22222222 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢背背背背くらべくらべくらべくらべ｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢私が提案する人事評価“頑張る”って何？私が提案する人事評価“頑張る”って何？私が提案する人事評価“頑張る”って何？私が提案する人事評価“頑張る”って何？｣｣｣｣    

中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子会員会員会員会員    

････次年度クラブ協議会次年度クラブ協議会次年度クラブ協議会次年度クラブ協議会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    SSSS....EEEE....NNNN....SSSS「「「「人人人人とととと時時時時とととと風風風風のののの中中中中へへへへ」」」」    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢花は咲く花は咲く花は咲く花は咲く｣｣｣｣♪♪♪♪    

･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」」」」    

――――    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    ――――    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    



朝槻・・・松浦様、三木様の卓話うかがえず残

念！お詫びです。 

長谷・・・村上さん、御入会おめでとうございま

す。ロータリーを楽しみましょう。アロ

マの活用術、星野さま卓話楽しみです。 

金髙・・・村上さんの入会を祝して。 

小林・・・村上五百子様、ご入会おめでとうござ

います。よろしくお願いします。 

村上・・・本日入会させて頂きました。よろしく

お願いします。 

中林・・・本日の代理卓話宜しくお願いします。村

上さん、御入会おめでとうございます。 

中村(不)・連休に延暦寺に行ってきました。新緑

が美しかったです。 

西尾・・・事業所創立自祝。明日、京都第 6 レー

ス注目です。 

岡本・・・村上さん、入会おめでとうございます。

よろしくお願いいたします。 

大本・・・ロータリーフェスティバル参加御苦労

様でした。村上様、入会おめでとうご

ざいます。星野様、卓話楽しみです。 

大蔭・・・5/15大安です。いい事があります！す

みません欠席致します。 

佐々木(宏)・オーストラリア滞在中に天国に一番近

い島ニューカレドニアを訪問してきま

した。 

関・・・・結婚記念日自祝。村上さんの入会を祝

して。 

瀬尾・・・村上さん、入会おめでとうございます。 

曽我部・・結婚記念日を自祝(52回目) 

竹森・・・村上さん、ご入会おめでとうございま

す。よろしくお願い致します。 

山本・・・村上五百子様、入会おめでとうござい

ます。仲良く致しましょう。 

｢｢｢｢男性にこそ覚えてほしいアロマテラピー男性にこそ覚えてほしいアロマテラピー男性にこそ覚えてほしいアロマテラピー男性にこそ覚えてほしいアロマテラピー

活用講座活用講座活用講座活用講座｣｣｣｣    

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    知子氏知子氏知子氏知子氏    

((((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))))    

｢アロマテラピー｣とい

うと｢女性のもの｣、と思

ってらっしゃる方が多い

と思いますが、実は、男

性にこそ！もっとアロマ

を使っていただきたいん

です！！ 

 そもそも｢アロマテラピー｣とはなにか？という

ことすらご存じない男性の方が多いと思います。 

 ｢アロマテラピー｣とは、100 パーセント天然の

植物の香り成分(精油)を使って、心身の不調を癒

し、健康の維持増進するための自然療法になりま

す。合成香料の香水や芳香剤と違い、お薬と同じ

作用｢薬理作用｣が科学的に証明されているのが特

徴で、フランスやベルギーでは｢精油｣は医療機関

で医師によって処方されています。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    ――――    青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告    ――――    

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

こんにちは。交換留学

生のマルユッカです。 

今年、学校の同級生と

一緒に 3 年生にあがりま

した。クラスの友達は受

験勉強で忙しいですが、

私はもちろん日本の受験

をしませんので自習が多いです。自習のときに図

書室で日本語の勉強をしています。 

廊下を歩くとたまに今年に入ってきた新 1 年生

に会います。そのときによく｢こんにちは｣や｢さよ

なら｣と言われています。初めて聞いたときに驚い

て、一体なんのことかと思いましたが、私が通っ

ている千里高校は外国人の先生が何人かがいま

す。もしかしたら私を先生と間違えているかな？ 

最初は恥ずかしかったですけどそんなふうに挨

拶をしてくれるのは、優しいということだと思う

ようになりました。だから今は、いつも笑顔で｢こ

んにちは｣と返事することにしています。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥57575757,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,999997979797,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

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

日 時：2015年 5.月 8日(金) 

審議議案： 

1．新会員村上五百子氏の委員会所属に関してクラ

ブ運営部門は｢SAA｣、奉仕部門は｢社会奉仕委

員会｣とする旨、承認。 



 国内ビジター 1名   会 員 数  37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  26名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  5名 

<5 月 8 日の出席率 88.24％> 

Make up を含む 4/10 の出席率 100.00％ 

――――    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｣) 

・・・・5555 月月月月 22223333 日日日日((((土土土土))))        11118888：：：：00000000～～～～    

台北百齢 RC28周年記念例会 

   (台北花園大酒店) 

・・・・6666 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：10101010 集合集合集合集合    

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

・・・・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｣) 

――――    第第第第2222回ｸﾗﾌﾞ職業奉仕新旧委員長会議回ｸﾗﾌﾞ職業奉仕新旧委員長会議回ｸﾗﾌﾞ職業奉仕新旧委員長会議回ｸﾗﾌﾞ職業奉仕新旧委員長会議報告報告報告報告    ――――    

但し日本ではまだ｢アロマ｣は｢雑貨扱い｣なの

で、雑貨屋さんに売っている｢アロマオイル｣など

の名前のものは合成香料が混ざっており薬理作用

は期待できません。｢アロマ｣専門のお店で、あま

り安価でない｢エッシェンシャルオイル｣と書いて

あるものの購入をお勧めします。 

 その｢薬理作用｣には｢頭脳明晰作用｣｢集中力向

上作用｣｢覚醒作用｣｢催眠作用｣｢大脳活性化作用｣

｢催淫作用｣など書ききれないほどあります。 

その｢薬理作用｣を利用して、ビジネスやプライ

ベート各シーンで適切な｢アロマ｣を使いわけるこ

とで、男性もワークライフバランスを整えること

ができるのです。 

｢アロマ｣は男性にも、もっと活用していただき

たい｢ワークライフバランス｣を実現させる素晴ら

しい｢ツール｣なんです。 

 是非この機会に、男性の皆様にも｢アロマテラピ

ー｣を日常に取り入れて、ワンランクアップしたビ

ジネスとプライベートを手にいれていただきたい

と思います。 

 またアロマは｢更年期障害｣など｢婦人科系の不

調｣に対するケアが得意ですので、女性の方もまだ

お使いでない方が、これから｢アロマ｣を取り入れ

ていただけるきっかけになればうれしいです。 

次年度職業奉仕委員長次年度職業奉仕委員長次年度職業奉仕委員長次年度職業奉仕委員長    曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

日時：2015年 5月 9日(土)9：30～12：30 

場所：大阪 YMCA会館 2Fホール 

１．泉ガバナーの挨拶 

｢社会に役立つ人間になる方法にはいろいろあ

るが、最も身近でしばしば最も効果的な方法は

間違いなく自分の職業の中にある｣と云うポー

ル・ハリスの言葉を引用され、これこそがロー

タリーの醍醐味であると述べられた。 

２．基調講演｢ロータリーの原点は親睦と奉仕｣ 

地区職業奉仕委員 庄野晋吉 

ロータリーの樹(太い幹が職業奉仕で、その根は

ロータリーの目的・四つのテスト・親睦・クラ

ブ奉仕、土は超我の奉仕・最もよく奉仕するも

の、最も多く報いられるがあって、そして太い

幹の上に社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕等の

葉が繁っている)を示して、奉仕の根幹が実業に

於ける職業奉仕だと述べられた。 

３．｢ロータリアンの意識調査から得た職業奉仕の心｣ 

地区職業奉仕委員 木越正司 

アンケート調査の報告でロータリーに入って

自分がどう変わったか？自分にとってロータ

リーとは？ロータリーは人を変えられるか？

ロータリーによる人づくりがある、等を述べ

られた。 

４．後半は IM の組別に分かれて各クラブの職業

奉仕の実際の取り組みや東日本大震災支援活

動に職業奉仕がどう役立ったか等につき話し

合われた。 

出席者：岡本(地区職業奉仕副委員長)、長谷(地区

職業奉仕委員)、辻村(今年度クラブ職業奉仕委員

長)、曽我部(次年度クラブ職業奉仕委員長) 

 

 

――――    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    ――――    



地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2015年 5月 9日(土) 

場所：ガバナー事務所 

◆第 10回青少年交換委員会 13：00～15：00 

・今回より新旧合同の委員会となりました。 

・来日学生の父兄の訪問について、来年度以降は

不可とする。 

・次年度の派遣生募集について、チラシを全員に

配布しプログラムをもっと知ってもらう。 

・次年度来日学生のオリエンテーションについて、

8 月 27 日～29 日とし、帰国報告会も同時に開

催する。 

・東京研修旅行の反省と広島研修旅行(5 月 22 日

～24日)の最終確認。 

・5月 30日(土)開催の青少年ワークショップでマ

ルユッカに来日学生代表でスピーチをしてもら

う。 

・6 月 6日(土)開催のスピーチコンテストは 2640

地区と合同開催とする。 

・これから、4 週連続の事業と、空港への送り迎

えで大変忙しくなります。 

◆第 7回オリエンテーション 15：00～17：00 

6 月 13 日(土)歓送会での最終スピーチに備え

て、PPT によるスピーチを行ったが緊張の為

か、いつもより出来が良くなかった。本番に向

けてもっと練習してきて欲しい。 

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    

｢｢｢｢べサメ・ムーチョべサメ・ムーチョべサメ・ムーチョべサメ・ムーチョ｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

 この話は、去る 5月 5日のロータリーフェステ

ィバル最後のイベント、チャリティコンサートで

の歌手、加藤ヒロユキ氏の話を記憶をもとにして

みようと思います。 

 作曲者は、コンスエロ・ベラスケスというメキ

シコ人で 16 歳の誕生日の前の日に友人のご主人

が病床にあって死期が近いことを悟っていたので

お見舞いに行ったところ、ご主人が夫人に『私は

もうすぐ遠くに行ってしまう、もうあなたに会え

なくなってしまう、あなたをいつも身近に感じて

いたい、だからキスをして、たくさんキスをし

て･･･。』と言っているのを聞いて衝撃を受け、そ

れまでの人生観が変わりました。 

それまでは彼女はキスをするという事は不潔な

ことと思っていたのが一転して･･･。そのまま家に

帰った彼女はすぐに曲を作り始め出来上がったの

が『べサメ・ムーチョ』という友人の夫君を悼み

二人の愛にささげる曲だったのです。ここまでは

加藤ヒロユキさんの話で、あとに続くのは

Wikipedia から拾った音楽ジャーナリスト武村

淳さんの言葉で、【私は長い間、“恋人たちのラブ

ソング”だと思っていた。その後この記述を知って

も半信半疑であった。甘いメロディーと日本語の

歌詞のせいである。 

 やがてある時、ハッとすることに思い当たった。

そして長年の疑問も氷解してしまったのである。 

それは作曲者自身のピアノ演奏による『べサメ・

ムーチョ』を聴いた時であった。この演奏は、テ

ンポはとてもスローで、はっきりとしたボレロ・

メヒカーナではない。いろいろと聞きなれた演奏

とは全く異なったフィーリングである。もちろん

ダンスには向かない。暗くて、重苦しくて、切な

くて、別の曲ともいえる印象を受けたのである。 

 しかしこれこそ、体験からあふれ出た真の『べ

サメ・ムーチョ』の演奏であり、友人夫婦の心を

表現したものであると確信したのである。今では

この演奏を聴くと必ず、恋人の語らいではなくて、

夫婦だけの(死に直面した)最後の語らいをイメー

ジする。それだけに頻繁に聴きたくないのも実感

である。】 

以下略。 

 ご存知の方もおられるかと思いますが、世に広

がっている曲とはかなりの差がありました。 

｢地域の公園で清掃奉仕活動｣｢地域の公園で清掃奉仕活動｣｢地域の公園で清掃奉仕活動｣｢地域の公園で清掃奉仕活動｣    

古川東ロータリークラブ古川東ロータリークラブ古川東ロータリークラブ古川東ロータリークラブ    

(11(11(11(11 月月月月 8888 日日日日    第第第第 2520252025202520 地区地区地区地区    宮城県宮城県宮城県宮城県)))) 

 会員、ローターアクター、会員企業の社員総勢

29人が参加し、朝 8時半から荒雄公園(大崎市)と

その周辺を清掃した。 

冷風吹く中、自前の大型草刈り機などを持ち込

み、伸び放題の雑草を刈り、落ち葉やごみなどと

一緒に 110袋分を集めた。また園内の池の泥土回

収と故障した噴水の修理を行い、開栓式で水が高

さ 3.5m も上がると、会員や公園を訪れていた市

民からも拍手が起こった。 

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 5555 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 


