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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    

台北百齢RC28周年記念式典に参加された会員

と家族の皆様大変ご苦労様でした。 

本日は会場変更に伴い、西尾会員の代理としてレ

セゾンのシェフからフランス料理のお話しをして

いただき、その後、最上のフランス料理を素晴らし

い眺望の空間でいただけることになっています。皆

さん、どうぞご堪能ください。 

1．今週もネパール大地震災害支援募金の募金箱を

廻させて頂きます。今週が最終です。 

2．次週( 6月 5日)よりクールビズ開始です。ネク

タイ着用は不問。ジャケット着用にてお願いし

ます。 

・・・・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    

台北パイリン RC の記念例会及び高雄の近くの

屏東の町、関懐の家での ICS 事業に行って来まし

た。総勢 23名の団体でしたが、台湾の高速鉄道及

びバスでの 1泊 2日の旅行を楽しんで来ました。 

パイリン RC の会長夫妻をはじめ AARON 夫

妻、WILSON氏、ALBERT夫妻、S.J夫妻、TOTO

氏、RAY 氏、更に PRINCE 氏も来られ観光と食

事を楽しんで来ました。大勢のご参加ありがとう

ございました。 

詳細は今週の週報をご覧下さい。中田さん、河

野さん、鹿野さん記事ありがとうございました。 

――――    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    ――――    
・・・・芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会    

曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

かねてより御案内の催事を明後日 5 月 31 日(日)

に行います。集合時間は午後 3時です。よろしく

お願いします。 
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2015 年 6 月 5 日 第 1545 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

◎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((((6666 月月月月 12121212 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    会会会会長挨拶長挨拶長挨拶長挨拶    ――――    

    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    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！｣｣｣｣    

岡本岡本岡本岡本    雄介会員雄介会員雄介会員雄介会員    

･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ヘンリー・マンシーニヘンリー・マンシーニヘンリー・マンシーニヘンリー・マンシーニ「「「「ムーン・リバームーン・リバームーン・リバームーン・リバー」」」」    

日 時：2015年 5月 29日(金) 

審議議案： 

1．6月から 9月末までクールビズ(ネクタイ不要、

ただしジャケットは着用)とする旨、承認。 

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

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣君が代｣｢奉仕の理想｣君が代｣｢奉仕の理想｣君が代｣｢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・アーレン「虹の彼方に」ハロルド・アーレン「虹の彼方に」ハロルド・アーレン「虹の彼方に」ハロルド・アーレン「虹の彼方に」    



    職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2015年 5月 29日(金)14：30～16：30 

場所：音羽電機工業㈱ 雷テクノロジーセンター 

企業見学として雷テクノロジーセンターにお伺

いしました。 

長谷・・・台北百齢ロータリークラブでの皆様の

すばらしいおもてなしに感動しまし

た。 

金髙・・・台湾訪問の皆様、ご苦労様でした。 

鹿野・・・旅行たのしかったです。 

三木・・・台北百齢の記念例会及び ICS事業、大

勢のご参加ありがとうございました。 

小林・・・中田圭子様、卓話楽しみです。 

中林・・・本日早退のおわび。 

中村(不)・車の免許更新します。やっとゴールド

になりました。 

中野・・・台北お疲れ様でした。 

岡田・・・台北訪問ご苦労様でした。 

大本・・・訪台の皆様、ありがとうございました。

企業見学欠席のおわび。 

大蔭・・・金髙会長、大本幹事、タイペイ、高雄

とご苦労様でした。レ・セゾン様、本

日もありがとうございます。 

曽我部・・岡本さん、御世話になりました。 

多田・・・不二先生、御世話になりました。 

辻村・・・本日の企業見学、よろしくお願いしま

す。 

山本・・・台北に行かれた皆様、お世話になりあ

りがとうございました。楽しい 3 日間

でした。 

14141414----15151515 年度青少年奉仕年度青少年奉仕年度青少年奉仕年度青少年奉仕委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2015年 5月 30日(土)10：00～13：00 

会場：大阪 YMCA会館 2F 

本年度最後の青少年奉仕委員会が開催されまし

た。泉ガバナーより青少年奉仕についての挨拶を

頂き基調講演として岡部パストガバナーより｢ロ

ータリーにおける青少年奉仕・危機管理について｣

のお話を拝聴いたしました。 

セクハラ・パワハラと言われる、ハラスメント

問題はロータリーを壊しかねない大きな問題にな

る為、ロータリアンのモラル意識をはじめ、諸問

題に対応するため、当地区が日本で真っ先に保険

会社とハラスメントに関しての保険を交渉、設定

へとこじつけたとご報告を頂きました。 

そして、青少年部門のそれぞれの委員会がワー

クショップとして、それぞれの代表者に本年度の

事業報告を行ってもらいました。 

青少年交換委員会では、当クラブの交換留学生

ピーロネン・マルユッカさんが代表でスピーチを

最初は、雷に対する色々な知識を教室で画像を

見ながら説明して頂き、その後色々な試験設備の

部屋を案内してもらい、実際に色々な試験装置も

作動させて見せて貰いました。 

雷に対する知識が余り無かった我々は見るもの

全てが初めてのものばかりで大変勉強になりまし

た。特に米山留学生のパオラは関心があったのか

社員の方に質問攻めでした。当初 13 名の予定で

したがキャンセルが相次ぎ参加者 8名、その後の

懇親会も 13 名の予定が 5 名となり中止となった

のが、残念です。 

 

――――    企業見学企業見学企業見学企業見学報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ￥￥￥￥44444444,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,2,2,2,118118118118,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    正副委員長会議・ワークショップ報告正副委員長会議・ワークショップ報告正副委員長会議・ワークショップ報告正副委員長会議・ワークショップ報告    ――――    



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 31日(日) 午後 3時 

場所：京都市 

東山山麓の泉屋博古館(住友家コレクションを

展示)に集合し、同館の古い水墨画、書跡の掛軸や、

紀元前数世紀の青銅器の美術品をボランティアの

説明員の解説を聴きながら鑑賞しました。 

同館を出て哲学の道を散策して東山慈照寺(銀

閣寺)に到着。先ず富岡鉄斎の襖絵の座敷にて抹茶

をいただき、次いで銀閣寺の復元作業に携わられ

た方の説明で東求堂(国宝)、東山を借景とした素

晴らしい庭園を拝見し、最後に観音殿(銀閣・国

宝)1階の座敷にも入れていただきました。 

――――    芸術・芸術・芸術・芸術・文化同好会文化同好会文化同好会文化同好会報告報告報告報告    ――――    

――――    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区青少年交換委員会報告    ――――    

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 30日(土)10：00～13：00 

場所：YMCA(西区土佐堀) 

青少年奉仕部門 正副委員長会議・ワークショ

ップが開催されました。岡部パストガバナーより、

「ロータリーにおける青少年奉仕・危機管理につ

いて」の基調講演の後、青少年部門 4 委員会によ

る活動報告が青少年の手によって行われました。 

トップバッターは青少年交換委員会で、我がク

ラブの留学生マルユッカが 10 名の留学生代表と

して、PPTを使用して報告を行いました。皆さん

ご存じのように流暢な日本語の上、内容も大変素

晴らしく会場の全員が聞き入っていました。 

その後、ローターアクト委員会、インターアクト

委員会、青少年活動委員会の発表があり、どの委員

会も青少年の為に素晴らしい活動をされていて、や

はり今後も青少年部門の活動はメンバー全員で支

えていかなければならないと再確認しました。 

行いました。少し緊張していましたが、パワーポ

イントを使用して流暢な日本語で留学の経験と思

い出を語っていました。各員会とも、しっかりと

意義のある事業を行っており、ロータリー活動広

報にも役立っていました。 

皆揃って国宝の観音殿の縁側で東山に向かって

座り、月待山を背景に広がる池泉回遊式庭園の池

に満月が映る様を想像しながら、しばし至福の時

を過ごしました。いずれも一般見学者の入れぬ場

所であり、貴重な体験でした。 

次いで夕食会場(うどん料理“おめん”)に移動

し、全員なごやかに歓談し、次回の予定なども話

し合いました。本日の素晴らしい事業を企画、御

世話下さいました中村(匡)会員に感謝致します。 

(参加者：金髙御夫妻と令嬢、岡田御夫妻、中野御

夫妻、小林、中村(不)、中村(匡)、米山奨学生パオ

ラ、朝槻、曽我部) 

 



 国内ビジター 2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  23名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  8名 

<5 月 29 日の出席率 75.76％>  

Make up を含む 5/8 の出席率 93.55％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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｣) 

・・・・7777 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

｢ロータリーを『一口で言う』ならば｣｢ロータリーを『一口で言う』ならば｣｢ロータリーを『一口で言う』ならば｣｢ロータリーを『一口で言う』ならば｣    

丸亀ロータリークラブ丸亀ロータリークラブ丸亀ロータリークラブ丸亀ロータリークラブ    横田横田横田横田    龍男氏龍男氏龍男氏龍男氏    

((((第第第第 2670267026702670 地区地区地区地区    香川県香川県香川県香川県    建築設計建築設計建築設計建築設計)))) 

 ｢ロータリーとは何ですか？｣と聞かれた時、ど

のように答えたらいいのでしょう。 

 ある人は｢ロータリーの目的｣を言うでしょう

し、またある方は｢決議 23‐34｣を言うでしょう。

しかし、どれも文章が長く、また誰もが暗唱でき

るものではありませんから、書かれているものを

示して説明しなければなりません。かえって訳が

わからなくなります。ロータリーにはいろいろな

側面があり、すべてを表そうとすると焦点がぼや

けます。世間の人にロータリーを説明するには一

口で簡潔にしなければなりません。 

 ちなみにロータリーの先人たちはこのように言

っています。米山梅吉氏いわく｢ロータリーの例会

は人生の道場｣、｢ロータリーは見えないところに仕

事があり、目立たないところに妙味がある｣、井坂

孝氏(1931‐33 年度ガバナー)は｢着物の裏を整えて

着心地を良くするような仕事をしている｣、また村

田省蔵氏(1933‐35 年度ガバナー)は｢ロータリーは

銭湯のごとし、着物を脱いで裸になれば身分はな

い。浴槽に一緒に浸かって本音で語り合う｣。さす

がに味わいのある言い方をされています。 

 いろいろな考えがあるのがロータリーであり、

100 年を超える歴史の中で大勢の人がさまざまな

ロータリーを唱え、ロータリーはそれらを取り入

れてきました。その結果が現在のロータリーです。

ロータリーを一口で言えということ自体無理なこ

とかもしれませんが、簡単に言えないと世間の人

にとってわかりにくいロータリーが、ますますわ

からないものになります。 

 もし、私が｢ロータリーとは何ですか？｣と聞かれ

たら｢ロータリアンは例会に出席することで、奉仕

の心(思いやりの心)を学びます。その心を持ったロ

ータリアンが、自分の職業を通じて世の中に貢献し

ていく、これがロータリーの目指すところです｣、

｢ロータリーは学校のようなところで、例会で異業

種の方々と交わり職業倫理、人間性を高め、その心

を家庭、会社、地域へと及ぼしていく、そのような

人を育てることを目標としています｣など。 

――――    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    ――――    

 いろいろな言い回しができますが、つまるとこ

ろ｢ロータリーの使命とは、例会において会員を立

派なロータリアンに育てることにあります｣とい

うことになるのではと思います。さて、あなたが

ロータリーを｢一口で言う｣としたらどのように言

いますか？ 

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 6666 月号より月号より月号より月号より    ――――     

――――    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    ――――    

大蔭 政勝（21日）村上五百子（30日） 

中村 匡克（23 日） 

村上五百子  社会福祉法人井高野福祉会（1960） 

中野 裕司  ㈱フェニックス      （1976） 

山本依津子  ㈱関西建設         （1976） 

大蔭 政勝  ｱﾙﾌｧｰ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所  （1981） 

鹿野 浩一  医療法人浩治会     （1994） 


