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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    

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    

今年度は適宜週報に職業奉仕関する記事(短文)

を掲載する予定ですので、御一読下さり、御意見

をいただければ幸いです。 

~~~~ポール・ハポール・ハポール・ハポール・ハリスの言葉リスの言葉リスの言葉リスの言葉～～～～    

｢社会に役立つ人間になる方法はいろいろある。

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。｣ 

１．年度初めにつき、配布物が御座います。ご確

認ください。配布物内容：会員証・年次計画

書・ロスター2 冊・内規資料・ロータリーの

友・バインダー。 

理事役員の方へは、ガバナー月紙が配布され

ております。 

２．会費納入のお願いを郵送にてお送りいたしま

す。期限までにお振込みをお願い致します。 

３．7月 17日(金)8月度定例理事会が御座います。

委員会・会員の皆様で審議事項が御座いました

ら早めのご提出をお願い致します。 

いよいよ私の会長としての一年が始まります。

柄にもなく、少々緊張しております。 

 本年度のクラブのテーマとさせていただいた

｢小さな奉仕(プレゼント)を集めて大きな成果(プ

レゼント)にしよう｣｣の精神で大手前のメンバー

全員が少しずつでも力を出し合い、大きな力とし

たいと考えております。 

 ロータリー活動に発揮する力の大小は人によっ

て異なりますが、各人が自分の出来る範囲で、目

一杯の力を発揮して頂ければ素晴らしい活動が出

来、クラブも活性化すると思います。 

今年度の役員・理事として 

会長     中林邦友  理事  河野裕一 

直前会長   金髙好伸   〃   松浦貞男 

会長エレクト 岡本雄介   〃   曽我部律夫 

副会長    岡田耕平   〃   辻村和弘 

幹事       竹森敏麿   〃   山本依律子 

会計       中田圭子 

SAA         長谷裕代 

以上のメンバーで、頑張ってまいります。何卒

よろしくお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2015 年 7 月 10 日 第 1550 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(7(7(7(7 月月月月 11117777 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢五｢五｢五｢五大大大大奉仕委員長方針発表｣奉仕委員長方針発表｣奉仕委員長方針発表｣奉仕委員長方針発表｣    

クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

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        曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫    

社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長        辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員            長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

青少年青少年青少年青少年奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

････ピアノピアノピアノピアノ    クープランクープランクープランクープラン「「「「修道尼モニカ修道尼モニカ修道尼モニカ修道尼モニカ」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢うみうみうみうみ｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』｣｣｣｣    

竹中工務店竹中工務店竹中工務店竹中工務店    竹和会前会長竹和会前会長竹和会前会長竹和会前会長    

深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長    深阪深阪深阪深阪    好孝好孝好孝好孝氏氏氏氏    

((((大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝会員政勝会員政勝会員政勝会員紹介紹介紹介紹介))))    

････8888 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    フランシスコ・タレガフランシスコ・タレガフランシスコ・タレガフランシスコ・タレガ「「「「アルハンブラの思い出アルハンブラの思い出アルハンブラの思い出アルハンブラの思い出」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

2012012012015555－－－－2012012012016666 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    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈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．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        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    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    職業職業職業職業奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会コーナーコーナーコーナーコーナー    ――――    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    



朝槻・・・中林様、竹森様、頑張って下さい。1

年よろしくお願いします。 

長谷・・・中林会長、竹森幹事、一年間よろしく

お願いします。昨日は、多田さん、河

野さん、お手伝いありがとうございま

した。 

犬伏・・・新年度にちなんで。 

金髙・・・中林さん、竹森さん、一年間頑張って

下さい。 

鹿野・・・SAAよろしくお願いします。 

木村・・・金髙さん、大本さん｢大変有難うござい

ました｣中林さん、竹森さん｢力を抜い

て、ベストショット！｣ 

北村・・・金髙さん、大本さん、お世話になりま

した。中林さん、竹森さん、本年度宜

しくお願い致します。 

小林・・・新年度にあたって会長、幹事よろしく

お願いします。 

河野・・・中林会長、竹森幹事、一年間よろしく

お願い致します！ 

松田・・・中林会長、1 年間よろしくお願い申し

上げます。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 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   8名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  27名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  2名 
<7 月 3 日の出席率 94.44％> 

Make up を含む 6/12 の出席率 93.55％ 

松浦・・・新年度のスタートを祝して。中林会長

よろしく。 

三木・・・新しい船出に祝福を。 

村上・・・中林さん、ごくろうさま。 

中林・・・一年間出来る限り頑張ります！宜しく

お願い致します。 

中村(不）・中林会長、竹森幹事、初例会おめでと

うございます！！ 

中村(匡)・中林会長、竹森幹事、一年間よろしく

お願いします。 

中田・・・新年度ですね。宜しくお願いします。 

西尾・・・中林会長、竹森幹事、一年間よろしく

お願いします。 

岡田・・・中林会長、竹森幹事、一年間よろしく

お願いします。 

岡本・・・中林会長、竹森幹事、がんばって下さ

い。多田さん、河野さん、お手伝いご

くろうさまでした。 

大蔭・・・中林会長の下、一年で体重－10%の仲

間ができました。“テンパーセントクラ

ブ”宜しくお願い致します。 

大本・・・中林会長、竹森幹事、よろしくお願い

します。 

佐々木(宏)・中林会長、竹森幹事ガンバレ。 

佐々木(裕)・一年間よろしくお願いします。 

関・・・・中林会長、竹森幹事の門出を祝して。 

瀬尾・・・新年度会長、幹事がんばって下さい。 

曽我部・・新年度が始まります。会長、幹事御苦

労様です。 

竹森・・・一年間頑張ります。宜しくお願い致し

ます。 

田中・・・金髙前会長、1年間ご苦労さんでした。

中林会長、1年間がんばって下さい。 

辻村・・・中林会長、竹森幹事、1 年間がんばっ

て下さい。 

山本・・・新年度、会長、幹事様、宜しくお願い

致します。 

――――    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･青少年･青少年･青少年奉仕奉仕奉仕奉仕委員会委員会委員会委員会    

前年度前年度前年度前年度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 

2015年 7月 15日に交換留学生の坂田さんとマ

ルユッカさんの歓送迎会を帝国ホテル大阪 2 階

｢フライングトマトカフェ｣で行います。 

まだまだ席も空いておりますので、ご参加お待

ちしております。    

････米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会    

副委員長副委員長副委員長副委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀 

今年、我がクラブに迎えたパオラ・アゴスティ

ーニ イタリア人ですが、彼女のウェルカムパー

ティを 7月 10日に柑子家で 18：30より始めます。 

皆さん出来るだけたくさん参加して、イタリア

との交流を深めてください。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥97979797,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥99997777,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報ニコニコ箱報ニコニコ箱報ニコニコ箱報告告告告    ――――    

日 時：2015年 7月 3日(金) 

審議議案： 

１．創立 33周年記念例会を 2016年 4月 8日に再

度変更する旨、承認。 

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



本日の Party にご

招待いただき、誠にあ

りがとうございます。 

 今日はここでイタ

リアでのパー ティー

のやり方について少

しご紹介したいと思

います。 

 イタリアではパー

ティーする機会が多

いです。お正月の時と

 BBQはよくすると思われるかもしれませんが、

イタリアの食文化ではないので、本当に珍しいで

す。そして、またケーキはお誕生日の人に任され

ています。 

今はパーティーができなくなりました。そして

誰も一緒におめでとうすることはできなかった

ら、本当に泣きたいぐらい悲しいので、親しい友

達だけを私の小さい 1 ルームに誘って、パーティ

ーすることにしました。 

パーティーと言っても、ただケーキとおしゃべ

りするだけですね。そしてプレゼントを買う時間

があまりないので、皆はケーキを作ってくれて、

一緒に食べることが多いです。 

私のため、貴重の時間を一緒に過ごしてくれて、

わくわくさせてくれました。 

ところでイタリアだけにある面白い習慣があり

ます。年になった 数によって、お誕生日の人の耳

を引っぱります。 

たとえば、今年私は 26歳 になって、26回耳が

引っぱられました。痛かったのですが、あの痛み

は愛情を感じられますので好きです。  

イタリア人の愛情の見せ方はいつもちょっとサ

ドだと分かりました。 

 次にプレゼントについて面白い情報を伝えたい

と思います。選んだプレゼントによって、あの人

の親しさが分かることができます。 

 一番一般的なのは本とか小説です。あの人の好

みを知らなくても、本ならいつもでもいいでしょ

う。でも私にくれた本の中で実際に読んだのはあ

まりありませんね。 

 次、女性ならいつもセーフのプレゼントという

とアクセサリーです。ネックレスやブレスレット

などがよろしいです。 

 もっと親しいのは化粧品と洋服です。けれども、

非常にリスキーのプ レゼントです。一回すごく可

愛いシャツをもらいましたが、サイズは違ってソ

ーセージのように見えます。悲しい思い出です。 

 でも皆が一番好きのは手作りプレゼントです。

自分のため時間と労 力をつかって、世界に一つし

かないプレゼントは最高です。 

なぜというと、あの人の気持ちを込めていたか

らです。ある意味、私の存在は宝物のように思わ

れているのではいないかと思います。 

 同じ感じで、お誕生日カードも必ず買うことで

――――    米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生報告報告報告報告    ――――    

パオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニ 

かクリスマスのとか、そして、クリスト教関係で

生まれたとき、結婚したときもあります。 

 そして、毎年もちろんお誕生日パーティーもし

ます。年齢によってパーティーのやり方が変わっ

てきますが、一般的にお誕生日をする人のほうは

一番時間とお金をかけています。 

 私の子供の時、私の家にもよく両親が友達を呼

んで、食べ物を準備して、楽しいゲームも考えた

りしていました。 

そして、招待しました子供たちにプレゼントを

あげることもありました。 

面白いのは、パーティーのためにかかったお金

によって、プレゼントの値段も変わります。いい

パーティーなら、いいプレゼントをもらう確率が

高くなります。 

 私たちの年齢が上がるにつれて、両親があんま

りパーティーに時間をかけなくなりました。今は

レストランとかピッザ屋さんでパーティーをする

ことが多いです。しかし、いつもケーキを持って

いくのは主催者側です。 

 つまり誘われた人に対してお誕生日する人の感

謝の気持ちを伝えて、｢一緒に過ごしてくれてあり

がとう｣という意味です。 

 それで、車の免許がとれる年になると、暴れだ

したくなるので今度は田舎の離れたところに

(VILLA)をレンタルして、パーティーをすること

はよくあります。 

しかし、けっこう準備量は大変になるので、誘

われた友達もなにか作って持って いくことが当

たり前です。 

｢MANGIARE,CANTARE…PARTY!｣ 

 



――――    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    ――――    

す。そしてそのまま 渡すではなく、ちゃんと面白

いメッセージとか書いてあげるべきです。 

イタリアでは日本のようにきれいなカードはす

ごくすくないので、この感じになってきたかなと

思いますが、それだけではないのです。 

 好きな人にちょっといたずらしたいとか、軽い

迷惑をかけたい、｢私のことを忘れないでね｣のよ

うな行動は普通です。 

 家族、恋人、友達と関係なく、もっとあの人が

好きになると、もっ といたずらがしたくなること

は多いです。 

 つまりイタリアのラブはタッフラブです。 

・・・・7777 月月月月 10101010 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

米山奨学生歓迎会 

   (厨房開花 柑子家(こうじや)) 

・・・・7777 月月月月 15151515 日日日日((((水水水水))))        11118888：：：：33330000～～～～20202020：：：：30303030    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

交換留学生歓送迎会 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・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｣) 

・・・・7777 月月月月 31313131 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・8888 月月月月 7777 日日日日((((金金金金))))        11116666：：：：00000000～～～～    

大手前整肢学園盆踊り大会 

   (大手前整肢学園) 

・・・・8888 月月月月 14141414 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

・・・・8888 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣)        

・・・・9999 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))            

臨時総会 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：00000000～～～～    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (須磨海浜水族館) 

・・・・9999 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

・・・・9999 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

｢クラブとともに｢クラブとともに｢クラブとともに｢クラブとともに 50505050年年年年    93939393歳初代会長矍鑠｣歳初代会長矍鑠｣歳初代会長矍鑠｣歳初代会長矍鑠｣    

唐津東ロータリークラブ唐津東ロータリークラブ唐津東ロータリークラブ唐津東ロータリークラブ    吉木吉木吉木吉木    正彦氏正彦氏正彦氏正彦氏    

((((第第第第 2740274027402740 地区地区地区地区    佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県    新聞社新聞社新聞社新聞社)))))))) 

 当クラブは今年 2 月、創立 50 周年を迎えまし

たが、初代会長の宮島傳兵衞氏は 93 歳になった

今も矍鑠たく現役会員。毎週例会に出席し、｢力む

るところは向上奉仕～｣とロータリーソングを声

高らかに唱和します。 

 ロータリーが拡大期にあった 1965(昭和 40)年、

唐津市の中心部を流れる町田川以東をエリアに、

唐津ロータリークラブから仲間 19 人とともに移

籍。その後、ガバナーも務め、まさにクラブの歴

史そのものであり、精神的支柱です。 

 醤油醸造会社と炭鉱・鉱山向けの火薬販売会社

の社長を長く務め、地域経済をけん引。日本実業

界の父とされる渋沢栄一が記した｢『論語と算盤』｣

を経営哲学に取り入れ、｢職業倫理と営利は両立す

るという教えは、ロータリーの職業奉仕の理念そ

のもの｣と熱く語ります。 

 今年度は、当クラブから 22 年ぶりにガバナー

を出していますが、体制移行に向けた会長エレク

ト・次期幹事研修セミナーで講師を務めるなど、

クラブはもとより、地区にとっても欠かせない｢生

き字引｣です。 

 ｢異業種の良き友に出会い、知らない世界を教わ

ってきた。その魅力を若い会員の皆さんにも伝え

たい｣。健啖家で、例会の食事を平らげながら、ク

ラブのキャッチフレーズである｢親睦と融和｣の時

間を楽しんでいます。 

 

｢元気を届ける復興支援特別公演｣｢元気を届ける復興支援特別公演｣｢元気を届ける復興支援特別公演｣｢元気を届ける復興支援特別公演｣    

会津若松城南ロータリークラブ会津若松城南ロータリークラブ会津若松城南ロータリークラブ会津若松城南ロータリークラブ    

(3(3(3(3 月月月月 29292929 日日日日    第第第第 2530253025302530 地区地区地区地区    福島県福島県福島県福島県)))) 

 クラブ創立 30 周年記念事業で、地区復興補助

金を活用し、｢元気を届ける復興支援特別公演｣と

して現代版組踊(くみおどり)｢息吹～南山義民喜

四郎伝｣を開催した。 

会津の小中高生が演じる、会津の歴史的偉人が

テーマの舞台を通じて、被災者に笑顔とパワー、

明るい希望を届けたいとの趣旨で実施。 

当日は会津若松市長が祝辞を述べ、会場の會津

風雅堂大ホールは 2 階席に及ぶ 1300 人超の来場

者を迎え、成功裏に終了した。 

――――    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 7777 月号より月号より月号より月号より    ――――     

 

 

 


