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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    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 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  10名  

 国内ゲスト  2名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 
<7 月 24 日の出席率 81.82％>  
Make up を含む 7/3 の出席率 93.10％ 

――――    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    ――――    

大本会員にお嬢ちゃん誕生、中田会員の御子息

の御結婚と明るい話題が 2つあります。両会員、

本当におめでとうございます。 

 あまり良くない話題も 1つあります。先日、例

会前に転倒された山本会員ですが、当初は｢平気、

平気｣とおっしゃっていましたが、医師に診てもら

ったところ、骨にひびが入っているとのことで、1

か月間の安静が必要とのこと。ついては出席規定

適応免除の申請が提出され、持ち回り理事会で承

認されました。一日も早い復帰をお祈りします。 

 20日(月・祝日)、交換留学生のマルユッカ嬢が

11か月の日本留学を終え、無事、母国フィンラン

ドに帰国されました。大手前 RCメンバーに対す

るお礼の言葉と｢さようならではなく、またネ！｣

と言って日本を後にされました。 

 昨日(23日)には IM6組の会長・幹事会が開催さ

れ、各会長の本年度の抱負を聞いてまいりました。

いろいろとためになるお話も聞き、今後の参考に

させていただきたいと思います。 

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

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 7 月 31 日 第 1553 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((((8888 月月月月 7777 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    

････会員増強会員増強会員増強会員増強委員会委員会委員会委員会担当担当担当担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢会員増強の意義と手法会員増強の意義と手法会員増強の意義と手法会員増強の意義と手法」」」」    

金髙会員増強委員長金髙会員増強委員長金髙会員増強委員長金髙会員増強委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    成田為三成田為三成田為三成田為三「「「「浜辺の歌浜辺の歌浜辺の歌浜辺の歌」」」」    

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    

日 時：2015年 7月 24日(金) 

審議議案： 

１．別紙の通り、山本依津子会員の出席規定適用

免除の承認。 

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣♪｣♪｣♪｣♪    

････クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会（（（（13131313：：：：00000000～～～～    ））））    

((((ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「歌の翼に歌の翼に歌の翼に歌の翼に」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・先週もお伝えいたしましたが、7月 31日(金)13

時～ 第 2回クラブ協議会を開催致します。出席

義務者の皆様、ご出席賜ります様宜しくお願い

致します。その際、活動計画書は必ずご持参下

さい。宜しくお願い致します。 

・8月 7日(金)例会に、大阪天満橋 RC より 11月

に開催されます、ロータリーデーについて説明

にお越しになられます。ご協力お願い申し上げ

ます。 

･社会奉仕委員会･社会奉仕委員会･社会奉仕委員会･社会奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

本年度、三世代クラブ合同社会奉仕事業のホスト

クラブとなっており、9月 12日(土)大手前整肢学園

の園児 50 名を、神戸市立須磨海浜水族館へ招待す

る事業を実施します。園児 1人に対してボランティ

ア学生とロータリアンが1名ずつ付く体制で行いた

いと思いますので、ホストクラブとして多数の出欠

をお願い致します。詳細は決まり次第お知らせ致し

ます。 



朝槻・・・夏ですね。 

福井・・・遅れ遅れのお祝い。会長、幹事ガンバッテ！ 

長谷・・・楽しい天神祭です。本日ゲストで末永

さま楽しんで下さい。卓話、マジック

楽しみです。 

木村・・・大本さん、真由音(まゆね)ちゃん、ご

誕生おめでとうございます。 

中村(匡)・天神祭です。暑いです。 

大本・・・本日、卓話の㈱マジックポット征矢(せ

いや)竜太郎様よろしくお願いします。 

佐々木・・真冬のオーストラリアから帰国しまし

た。但し、10℃～20℃の間です。 

――――    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    ――――    

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

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｢桃の間｣)        

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

臨時総会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・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｢桃の間｣) 

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

  休会 

｢｢｢｢マジック業界を変える！マジック業界を変える！マジック業界を変える！マジック業界を変える！｣｣｣｣    

株式会社マジックポット株式会社マジックポット株式会社マジックポット株式会社マジックポット    

取締役副社長取締役副社長取締役副社長取締役副社長    征矢征矢征矢征矢    竜太朗氏竜太朗氏竜太朗氏竜太朗氏    

((((大本大本大本大本    達也会員紹介達也会員紹介達也会員紹介達也会員紹介))))    

征矢竜太朗。早稲田大学卒

の 29歳。大学在学中にマジシ

ャンとして活動し、卒業後は

株式会社リクルートへ就職。

約 7 年勤め、マジック業界で

の独立を志向していた時に株

式会社マジックポットに出会

い、取締役副社長として経営参加する。 

 株式会社マジックポットとは、社員全員マジシ

ャンの会社。マジックバー手品家を全世界で 8 店

舗チェーン展開している。世界一元気になる、世

界最大のマジックバー。梅田店は、泉の広場を上

がってすぐ。3500円で 90分飲み放題、楽しみ放

題、笑い放題、元気になり放題。100 坪超の、想

像を超えるマジックバー。 

 マジシャンは人を元気にすることが出来る素晴

らしい職業だが、非常に不安定。30歳前後になる

と、将来不安から皆辞めてしまう。もっと、マジ

シャンという職業の社会的地位を高めたい！マジ

シャンが自身の生き様に誇りを持ち、本人と家族

の幸せを実現出来る社会を創る。 

 その為に、将来ビジョンとして、2020年に上場

を目指している。マジックの会社が上場するのは

世界初。また、全世界に手品家を展開し、マジシ

ャンの職場を増やす。また、マジックの持つ成功

体験力を幼児教育に活かしていく。マジックを学

び、演じる事で、コミュニケーション能力が高ま

り、自己肯定感も育まれる。ひきこもりの子供や、

コミュニケーションに不安を感じている子供の将

来を明るく元気なものに変える事が出来る可能性

がある。世界で一番、成功体験がしやすい芸能。 

 マジックには、素晴らしい可能性がある！大き

な夢を掲げて、追っていきます。ご指導ご鞭撻の

程、何卒よろしくお願い致します。 

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    

米山梅吉(日本のロータリーの創始者)は｢ロー

タリーの例会は、人生の道場、人づくりの修練の

場である｣と示されています。例会には必ず出席す

る事。そして初めの 30 分はロータリアンとの親

睦の時間として大いに職業上の話題を通じ、心を

開き、新たな考えに触れること。あとの 30 分は

卓話を通じた奉仕の時間として見識を広めること

が需要である。例会はさらに次の例会までの間は

自分の実践の場として職業に当ることを要求して

いるのである。 

(2015～16 年度のための地区研修・協議会資料：

木越正司より) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥22221111,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥217217217217,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    ｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣コーナーコーナーコーナーコーナー    ――――    

････ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会    

岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

今年度のゴルフコンペの日程が決まりましたの

でお知らせします。場所等、詳細は決まり次第、

ご連絡しますので、ご予定をお願いいたします。 

 平成 27年 10月 3日(土) 

 平成 27年 12月 9日(水) 

 平成 28年 4月 16日(土) 

 平成 28年 6月 18日(水) 


