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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    

明日、台北百齢RCの28周年記念式典が開催され

ます。会員家族23名で出席してまいりますが、翌

24日にはICS事業として高雄近郊のエイズ患者療

養施設｢關愛之家｣においてトイレ設備資金を寄贈

する式典と施設見学が予定されています。 

いずれも百齢RCとの友好を深めるために大変重

要な行事です。参加の皆様宜しくお願い致します。 

1．次週例会会場は 23階｢レセゾン｣です。お間違

え無いよう宜しくお願い致します。 

2．地区よりネパール大地震災害支援募金のお願

いです。締め切りが次週29日です。今週と来

週各テーブルに募金箱を廻します。ご協力お願

い致します。 

・・・・職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

委員委員委員委員    西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也    

次週(5/29)例会終了後に企業訪問を実施致しま

す。その後、帝国ホテルに戻り 18 時よりフライ

ングトマトにて会食の予定です。    

・・・・国際国際国際国際奉仕奉仕奉仕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    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

いよいよ明日パイリン RC に向けて出発しま

す。集合は Eカウンター8：00です。必ず皆に声

をかけてから check‐in して下さい。団体旅行で

すので皆さん一緒に行動しましょう。現地は雨が

よく降りますので傘を持って行って下さい。宿泊

のホテルと記念例会のホテルは別の所ですのでバ

スで移動します。リージェントホテルではありま

せんのでご注意下さい。 

――――    ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録    ――――    
本日、13 時 40 分より次年度のためのクラブ協議

会を行います。宜しくお願い致します。先週、ポ

スティングしていました、ロースター確認締切が

5月 25日となっております。未提出の方は、至急

連絡してください。宜しくお願い致します。 
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2015 年 5 月 29 日 第 1544 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((((6666 月月月月 5555 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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢フランス料理を楽しみましょうフランス料理を楽しみましょうフランス料理を楽しみましょうフランス料理を楽しみましょう｣｣｣｣    

西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也会員会員会員会員    

――――    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    

｢｢｢｢太らないお酒の楽しみ方太らないお酒の楽しみ方太らないお酒の楽しみ方太らないお酒の楽しみ方｣｣｣｣    

管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士    岡田岡田岡田岡田    明子明子明子明子氏氏氏氏    

((((岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ハロルド・ハロルド・ハロルド・ハロルド・アーレンアーレンアーレンアーレン「「「「虹虹虹虹のののの彼方に彼方に彼方に彼方に」」」」    

日 時：2015年 5月 22日(金) 

審議議案： 

1．別紙の通り 2015～2016 年度ニコニコキャン

プに竹森会員の従業員のお子様を 2 名推薦す

る旨、承認。 

――――    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    ――――    



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

中中中中田田田田    圭子圭子圭子圭子    

私がお手伝いするのは、制度を作ることではな

く、｢経営者の思い｣｢会社の目的達成｣｢頑張る社員

の育成｣を明確にして、それを制度に落とし込むこ

とです。 

企業の発展の大きな要因に社員の能力活性があ

ります。 

そのためには、社員一人ひとりの能力を活用し

存在感を高め、能力開発により希望を与え、納得

性のある公正な処遇によって充実感・満足感をわ

かちあえることが不可欠です。  

そして、それらの基礎となるのが、公平な評価

であり、それは評価者個人の価値観でなく、一定

のルール・基準による人事評価制度の構築が必要

です。 

人事評価が公平に運用出来れば、社員は評価結

果に納得し、結果によって会社との相互信頼にも

結びつくはずです。 

また、社員の能力把握が的確になり、処遇活用

会場前にて、ウェルカムドリンクとハグと握手

でご挨拶の後、和やかでありながら静かな興奮と

緊張を覚えながら会場入りいたしました。 

台北百齢ロータリークラブ Andrew会長の点鐘

で始まります。会長 Andrewの挨拶では、まず記

念例会を迎えられること、会長になってクオリテ

ィーの高い経験がドクターとしての人生をも変え

や育成が効果的にできます。 

どこを“頑張り”にするのか、“頑張れば”どう

なるのか、“頑張る”ってどんな仕事振りなのか、

これを明確にしていきます。 

評価制度の構築の一番の目的は、会社のなりた

い姿を明確にし、それを会社と社員が共有するこ

とだと私は考えています。 

    幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

会長・幹事合同睦輪会が 5 月 21 日新大阪ワシ

ントンホテルで開催され、当クラブからも新旧会

長・幹事が出席。ガバナー補佐・エレクト挨拶・

乾杯で開始。 

各クラブ今年度の振り返りと次年度抱負をそれ

ぞれの会長が述べられ、最大の焦点はやはり会員

増強で苦戦するクラブも多い中、我が大手前金髙

会長も、今年度会員数が純増を実現した点を嬉し

い報告と発表されました。 

次年度中林会長もこの流れを追い風に｢戦略計

画委員会｣主導の下、次年度への更なるクラブ活性

化への意気込みを述べられました。 

――――    IMIMIMIM 第第第第 6666 組新旧合同組新旧合同組新旧合同組新旧合同睦輪会睦輪会睦輪会睦輪会報告報告報告報告    ――――    

｢｢｢｢台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢RCRCRCRC創立創立創立創立28282828周年記念例会に参加して周年記念例会に参加して周年記念例会に参加して周年記念例会に参加して｣｣｣｣    

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

2015年 5月 23日、関西空港から台北空港を経

て台北百齢ロータリー28周年記念例会に、我が大

阪大手前RCより総勢23名で出席してまいりまし

た。 

――――    台北訪問記その台北訪問記その台北訪問記その台北訪問記その 1111    ――――    

朝槻・・・私の出先の方々から商売繁栄と！おか

げさまと喜ばれニコニコ。 

長谷・・・中田さん、卓話楽しみです。人事評価

ですか？明日から台湾です。楽しみです。 

金髙・・・明日の訪台ご苦労様です。よろしくお

願いします。 

小林・・・中田圭子様、卓話楽しみです。 

松田・・・本日の卓話(中田会員)、メッチャ楽し

みです！ 

中林・・・いよいよ明日から訪台ですね！楽しみ

です。中田さん、卓話頑張って下さい。 

中村(不)・中田さん、卓話楽しみです。 

中田・・・卓話です。ヨロシクお願いします。 

大本・・・中田会員、卓話楽しみです。先週欠席

のおわび。 

佐々木・・先日は松浦さん、木村さんはじめ多く

の方々に大変ありがとうございまし

た。 

竹森・・・本日次年度クラブ協議会、宜しくお願

い致します。 

 

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

――――    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    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33339999,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,02,02,02,074747474,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    



｢｢｢｢ICSICSICSICS 事業報告事業報告事業報告事業報告｣｣｣｣    

国際奉仕副委員長国際奉仕副委員長国際奉仕副委員長国際奉仕副委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

5 月 24 日日曜日、台北百齢 RC との ICS 事業

の式典で屏東にあるエイズの治療施設「關愛之家」

に行ってまいりました。前日の台北百齢 RCの 28

周年記念例会に参加したほぼ全員の 22 人が参加

いたしました。 

この施設への事業は前年度に続き二度目です。

前年度は太陽光熱水器の贈呈で、今回は浴室器具

設備の贈呈でした。施設代表の挨拶、台北百齢 RC 

式典が終了してから施設の見学をさせて頂き、

台北百齢 RC が今まで贈呈してきたものも含め拝

見しました。台北百齢 RC も今後引き続き支援し

ていくとのことでしたので当クラブもこれからも

協力できればと思います。 

｢初めての台湾｣｢初めての台湾｣｢初めての台湾｣｢初めての台湾｣    

鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一浩一浩一浩一    

23日より 2泊 3日の日程で台北パイリンロータ

リークラブの創立 28 周年記念例会に出席するた

め台湾に行ってきました。歓迎会、例会等行事が

一杯でほぼ観光はせず帰ってきました。 

聞いてはいましたが、台湾の人の歓迎の凄さに驚

きました。食事の量と質は半端ではなく、朝、昼、

夕問わず食べきれない量のご馳走がでてきます。 ――――    台北訪問記その台北訪問記その台北訪問記その台北訪問記その 2222    ――――    

――――    台北訪問記その台北訪問記その台北訪問記その台北訪問記その 3333    ――――    

Andrew 会長の挨拶、当クラブ金髙会長の挨拶の

後、感謝状の贈呈がありました。 

るほどのものだったこと、台北百齢 RC のメンバ

ー、特に幹事 Jamesへの深い感謝と卓越した能力

について 007ジェームスボンドの有能さにたとえ

ながらの評価と感謝の言葉、これから彼へのリー

ダーシップへの期待が語られ、深い信頼関係の下

に進行した年度の活動が垣間見えました。そして

奥様、ご家族への深い会社の言葉を述べられました。 

 続いて、我が大手前 RC からは金髙会長からの

ご挨拶、心よりのお祝いの言葉の後、この記念す

べき例会に出席できる光栄への感謝、そして今後

も今まで以上の友情を深めていきたいと会メンバ

ーを代表しての言葉を述べられました。緊張の中

に、ロータリー活動を通じた経験と責任に、背筋

が伸びる両会長のご挨拶でした。 

数々の報告等の後、青少年の支援事業のための

PR ビデオが流され、台湾ロータリーの活動の広

さと活発さには驚きを覚えます。重みのある記念

例会は会長の点鐘で閉会となり、懇親パーティへ

と進みました。 

 昨年も記念例会には参加させていただきました

が、華やかさの中でのメンバーの実直な友情の深

さに感動し、強い絆はロータリアンとしての活動

を通じて持てる高い誇りが所以で、異国の私たち

をも歓待されるのだと実感しました、ロータリー

はすばらしいです。 

 



 国内ビジター 0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  0名   会 員 出 席  25名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 

<5 月 22 日の出席率 82.35％>  

Make up を含む 4/24 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・5555 月月月月 29292929 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44445555～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

企業見学 

   (雷テクノロジーセンター) 

・・・・5555 月月月月 29292929 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

企業見学懇親会 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・6666 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        11113333：：：：45454545～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

第 2回会員研修 

   (帝国ホテル｢未定｣) 

・・・・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｣) 

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

地地地地区青少年交換副委員長区青少年交換副委員長区青少年交換副委員長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    

毎年恒例の広島研修旅行(2 泊 3 日)に今年も行

って来ました。 

例年の事ながら、今年も最初からトラブル発生。

来日学生の 1 人が病気の為ドタキャン、1 人は日

程を間違っており急遽姫路より合流、1 人は待合

わせ場所が判らず大遅刻で 45 分遅れの出発と成

りました。 

去年までは他地区との合同でしたが、今年は当

地区だけでしたので大型バスに 18 人でゆったり

です。 

最初の目的地、姫路城を見学した後、酒蔵を見

学し昼食、宮島へと向かいました。時間が押して

いた為、ゆっくり出来ませんでしたが大鳥居と鹿

に大喜びでした。 

2 日目の、原爆ドーム・平和祈念館見学・被爆

者の方の講話は皆真剣に聞き入り NHK の取材に

も真剣に答えていました。しまなみ海道でのサイ

クリングは電動機付自転車に乗ったロータリアン

の方が、はりきっていたように思います。 

道後温泉に到着し、色とりどりの浴衣を着せて

もらい大変嬉しそうでした。 

夕食時に早期帰国する 3名の日本語でのスピー

チがあり、終了証書を手渡しました。日本語も上

手くなり思わずいつものようにウルウルしてしま

いました 

最終日、金毘羅さんの階段を上った後のうどん

作成は初めての体験で楽しんで行っていました。

最後に鳴門の渦潮を見に行き全行程終了です。 

今週より、青少年ワークショップ、スピーチコ

ンテスト、歓送会と 4 週続けての行事になります

が、もう一息頑張ります。 

何処に行くにも台湾のロータリアンが付き添

い、案内役をかってでてくれたり、女性の荷物を

持ってくれたりします。 

とても日本人にはできない芸当です。親密さ、

思いやりをアピールすることで来客を喜ばせてく

れます。感心すると同時に自分たちにこういった

ことができるのか不安になりました。 

公の交流の他に民間の交流の必要性も感じ、次

代を担う若い人たちこそこういった経験を積んで

もらいたいと思います。 
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