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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  11名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  19名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<8 月 21 日の出席率 76.67％>  

Make up を含む 7/24 の出席率 92.59％ 

先週がお盆休みのため、RC例会も休会のため 2

週間ぶりの例会です。会員の皆さんの夏の疲れは

取れましたでしょうか？ 

 先々週の例会後、大手前整肢学園の夏祭りが行

われ、ボランティア保険代金と飲み物代代金を寄

附し、贈呈式に出席してまいりました。 

 その後、昨年から始めた“かき氷”の屋台を今

年も開き、参加したメンバーは慣れない手つきで

“かき氷”を作り、会場を回って屋台の PR を行

い、百数十杯の“かき氷”を販売して子供達や祭

りに参加した人たちに喜んでもらうことができま

した。 

 以前は、夏祭りには寄附金の贈呈式のみ 2～3

名で参加するだけでしたが、昨年より“かき氷”

の屋台を出すようになり、自分たちで汗をかき、

子供達と直接触れ合う事業になったのは、大変良

いことだと感じました。 

 来月 9月 12日(土)に行う 3クラブ合同社会奉仕

事業も、天満橋 RC、中之島 RC と共に大手前整

肢学園の児童を須磨水族館に連れて行く、まさに

自分たちが動き、汗を流す事業です。 

 我々自身で子供たちの車椅子やベッドをトラッ

クに積み下ろしをしたり、車椅子を押して水族館

見学を行うことで、より一層子供達と密にコミュ

ニケーションをとることが出来ると思います。 

現在参加者は予想を下回る状況です。保留や欠

席の返事をされている方も、是非とも参加してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 8 月 28 日 第 1556 回例会 
会員増強・拡大月間 

◎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((((9999 月月月月 4444 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考」」」」    

瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一公一公一公一会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「花の歌花の歌花の歌花の歌」」」」    

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    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・8月 21日(金)13時 40分｢桃の間｣にて 9月度定

例理事会を開催いたします。理事・役員の皆様、

ご出席の程 宜しくお願い致します。 

・9月 4日(金)例会終了後、臨時総会を開催致しま

す。会員の皆様ご出席をお願い致します。 

･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    

････クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム((((社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕委員会委員会委員会委員会担当担当担当担当))))    

｢｢｢｢三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業についてについてについてについて」」」」    

辻村辻村辻村辻村    和弘社会奉仕委員長和弘社会奉仕委員長和弘社会奉仕委員長和弘社会奉仕委員長    

････臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    新井満新井満新井満新井満「「「「千の風になって千の風になって千の風になって千の風になって」」」」    



中林・・・残暑お見舞い申し上げます。 

長谷・・・佐々木裕さま、初めての卓話を楽しみ

にしています。 

金髙・・・紗奈が毎日熱烈歓迎の日を送っており

ます。 

中村(不)・皆様は楽しい夏休みを過ごされました

か？私はどこへも行かず熱帯魚の世話

をして過ごしました。 

佐々木(裕)・つたない卓話をお聞き下さい。 

曽我部・・佐々木会員の初卓話です。話だけでな

くワインを楽しみにしています。 

｢｢｢｢なぜワインなんでしょう？それほんまになぜワインなんでしょう？それほんまになぜワインなんでしょう？それほんまになぜワインなんでしょう？それほんまに

美味しいですか美味しいですか美味しいですか美味しいですか｣｣｣｣    

佐々木佐々木佐々木佐々木    裕裕裕裕    

ロータリークラブだけではなく、何らかの会に

入会する時、趣味は何でしょうかという質問をよ

く受けます。私は、これという趣味が実はありま

せん。その中で、最近最も時間を割いていること

といえば、｢白ワインの研究｣なのです。 

初めて目にしたワインは子供のころ家にあった

｢赤玉ポートワイン｣でした。葡萄酒と呼んでいま

した。大学生くらいの時｢ザワインバー｣なるお店

に行ったことがあります。うまくなかったです。

その後は、結婚式でシャンペンをいただくといっ

たくらいでした。 

20 年前くらいに縁あって｢ワイン教室｣という

ものに行くことになります。そこで会った湊本先

生というすばらしいソムリエにいろいろなことを

教えていただきました。そして、あるセレブな友

人宅で｢おいしい！｣と思うワインをいただきま

す。ボルドーのペトリュスです。後日百貨店に値

段を調べに行くのですが当時で 10 万円でした。

買えるわけもありません。そして何がおいしいの

か、という研究が始まります。 

5 大シャトー高くなってしまいました。ブルゴ

ーニュのピノノワールが、最も好きになったワイ

ンですが、DRCバカ高くてついていけません。大

阪人ですから、｢安くて美味いのは何や｣というこ

とです。 

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

日時：2015年 7月 31 日(金)～8月 2 日(日)  

2泊 3日 

開催場所：東大阪市立野外活動センター 

      自由の森なるかわ 

参加児童 2名の作文を掲載いたします。 

原田原田原田原田    青空青空青空青空    

ぼくは、ニコニコキャンプにいきました。ことし

は、山でした。一番最初は、ものすごくはりきって

いました。でも、山をのぼるときは、ものすごくつ

らかったです。約 20Kmぐらいあるきました。もの

すごくきつかったです。けれども山をのぼりおわっ

たときは、ものすごくすっきりしました。 

一日目は、カレーをたべました。じぶんたちで

つくったカレーはとてもおいしかったです。一回

お母さんにもたべてほしかったです。よるは、お

ふろにはいりました。30びょうであらいました。 

二日目のあさごはんは、みそしるでした。でも

ぼくのはんは、みそがたりなかったのでカレーを

たべました。一日目よりおいしかったです。 

葡萄の種類と産地のことを勉強すると、世界中

でワインを作っていることがわかります。そんな

ある日セレブな友人から、｢最近僕はマーカッシン

やキスラー、レイミーを飲んでます｣という話を聞

きます。そして友人が集まる食事会に、キスラー、

コンクスガード、ピーターマイケルと言ったワイ

ンが登場します。その美味さに愕然いやニンマリ

します。南米のワインは安物と思ってました。ア

メリカ人は味がわかってないと思ってました。既

成概念は全く間違いでした。何が美味しいんだろ

う？長い旅が始まりました。ネットで買いました。

ハワイのスーパーで買いました。そして｢ナパのワ

イナリー巡りは楽しいぞ｣と教えてもらいます。行

ってみたい。ナパ、ソノマと行きました。長い旅

は続いています。 

結論 

ワイン雑誌やパーカーポイントなど、ある程度評

価されているもので、好きな葡萄の種類にチャレ

ンジする。登記の対象になっているものは CP が

良くないです。予算の中で、未知の美味しいもの

はまだまだあります。ぜひチャレンジしてみてく

ださい。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥18181818,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥333340404040,,,,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    ――――    

――――    少年少女少年少女少年少女少年少女ニコニコキャンプニコニコキャンプニコニコキャンプニコニコキャンプ報告報告報告報告    ――――    



短期短期短期短期交換留学生交換留学生交換留学生交換留学生    金髙金髙金髙金髙    紗奈紗奈紗奈紗奈    

台湾での留学生活も 3 週間が経ち、大分慣れて

きました。今週は毎日予定が埋っていてとても忙

しかったですが充実していました。 

月曜日はよしこさんとチャイナドレスを見に行

き、とても素敵なチャイナドレスを 3 着もプレゼ

ントして頂きました！夜は Jeweller さんとモン

ゴル焼肉へ。 

火曜日は Rayさんと 2回目の故宮博物館。前回

は人が多すぎて見れなかった白菜と肉形石も今回

はじっくり見れました。今回も Rayさんに丁寧な

説明をして頂き理解が深まりました。夜は士林夜

市へ。屋内にある夜市で、今までとは違う雰囲気

でした。 

水曜日は Wilson さんと老爺酒店の日本料理に

行きました。日本よりも美味しい日本料理で、久々

の日本料理を堪能しました。 

木曜日は Toto さんと Ray さんと孔廟、龍山寺

へ。Totoさんは孔子についてとても詳しく、お話

を聞いているだけで賢くなれた気がしました(笑)

夜は台湾料理のお店へ。フカヒレやウコッケイな

どがあり、とても豪華でした！ 

金曜日は Andrewさんとすき焼きへ。娘さんと

息子さんも来て下さりお喋りも楽しかったです。 

土曜日は Zita さんと姪っ子さんと猫空ロープ

ウェイに乗りました。下がガラスでとても興奮し

ました。その後動物園に行ったり、深坑豆腐を食

べたりしました。 

日曜日は Sunny さんと中正記念堂と台湾大学

へ。台湾大学はとても広く歴史が感じられました。

午後はプールに行き、二時間ほど泳ぎました。夜

はロータリーのパーティがあり、短いスピーチを

しました。とても緊張しましたが皆さんに褒めて

もらいとても嬉しかったです。よしこさんに買っ

ていただいたチャイナドレスを着ていったとこ

ろ、とても素敵だねと言ってもらいました。 

学校の授業はますます楽しくなっていき、休み

時間や放課後に先生や年上の同級生の方々と喋る

のが毎日の楽しみになっています。木曜日はクラ

スメートがみんなお休みだったので先生と一対一

でした。なので、先生に細かく発音の仕方を教え

て頂き、だいぶスムーズに文章を読むことができ

るようになりました。 

あと一週間という実感がないくらいあっという

間に過ぎてしまったこの 1 週間でした。残りの一

週間で吸収出来ることは全て吸収仕切るくらいの

勢いで頑張りたいと思います!!! 

三日目あさごはんは、ホットドックでした。す

ごくおいしかったです。おひるごはんは、おにぎ

りでした。最初はうめってかいてたから、いやだ

ったけど、うめじゃなかったのでものすごくおい

しかったです。キャンプにいかしてくれてありが

とうございました。 

立テ立テ立テ立テ    幸輝幸輝幸輝幸輝    

初めてキャンプに行きました。いっつも食べて

いるご飯は自分で作ってないけど、キャンプでは、

自分たちで作ったからしんどかったです。ご飯作

りは大変だと思いました。初めて寝ぶくろで寝ま

したが寝ごこちは良かったです。山の自然はすご

くきれいだったし朝の体操は気持ちよくかんじま

した。ご飯をかまでたくやり方も初めてした。す

ごく時間がかかりましたがその分おいしく感じま

した。最初は友達ができるか心配でしたが、だん

だん話せてきてすごく仲が良くなりました。同じ

グループの子と食事をし、あるメンバーで寝る。

これは協力しないとできないことでした。 

 キャンプファイヤーも初めてでした。すごい炎

が燃える中でスタンツ発表をしました。すこしの

時間で練習したスタンツ。少し恥ずかしかったけ

ど成功しました。一番が

んばったと自分で思いま

す。 

 キャンプはいいものだ

と分りました。友達と協

力し、仲が良くなる。す

ごく楽しくいい思い出に

なりました。 

 

 

 

――――    短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告    ――――    



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    

｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣は難解か？は難解か？は難解か？は難解か？    

職業奉仕は複雑かつ難解であると云われるロー

タリアンが多々おられます。確かに｢職業｣は自利

のために利益を求め、利潤を上げ、また生きるた

めの所得を得る手段であり、一方｢奉仕｣は自分以

外の人のために自己犠牲を伴うサービスでありま

す。 

このように相反する言葉の結合語をロータリー

用語にしたため、その意味が理解されにくくまた

誤解される原因になっていると考えられます。 

そして残念なことながら、このことを理由に職

業奉仕の活動を全く無視して、他の 3 つの奉仕部

門の活動だけに取り組んでおられるロータリアン

が見られます。 

また他の奉仕団体と比較してロータリーは職業

奉仕があることにより、その拡大や増強の妨げに

――――    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    ――――    

・・・・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～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

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 

・・・・10101010 月月月月 9999 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

三世代クラブ合同例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))            

指名委員会 

   (場所未定) 

・・・・11111111 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

IM第 6組ロータリーデー 

   (コングレコンベンションセンターホール) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))    18181818：：：：30303030～～～～21212121：：：：00000000    

地区大会第1日目RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

   (リーガロイヤルホテル｢光琳の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((土土土土))))    11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030    

地区大会第 2日目本会議 

   (大阪国際会議場 5F メインホール) 

なっているのではないか、といった極端な意見す

ら聞かれるようになりました。 

これではライオンズクラブやほかの団体と変わ

らない存在となってしまいます。今程ロータリー

の職業奉仕を必要としている時代はありません。 

(引用文献 宮田宏章 PG：2660地区 2009～2010

年度職業奉仕委員会編 ロータリーの真髄－職業

奉仕を語る) 

 

 

 

 

 

――――    ｢｢｢｢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    ――――    

社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕委員委員委員委員    中野中野中野中野    裕司裕司裕司裕司    

日時：2015年 8月 22日(土) 10：00~12：00 

場所：薬業年金会館 301号室 

１．2660地区立野ガバナー開会挨拶 

２．講演 

(１)｢薬物乱用防止について｣ 

大阪府健康医療部薬務課 栗原主査 

  １）大阪府の薬物乱用の現状 

  ２）危険ドラッグについて 

  ３）薬物乱用防止啓発について 

    国連支援募金箱に協力を！ 

(２)｢献血の現状について｣ 

 大阪府赤十字血液センター 

献血推進部 安原副部長 

３．地区社会奉仕委員会 小林副委員長 

  ｢第 1回地区献血｣報告 

  残念ながら前年を下回る結果であったので 2

月の第 2 回地区献血には一層のご協力をお願

いしたい 

４．ロータリー財団委員会 井上委員 

  ロータリー財団の補助金制度としての社会奉

仕活動および地区補助金の説明 

最後に地区社会奉仕委員会望田副委員長閉会の挨

拶で閉会しました。 

――――    第第第第1111回クラブ社会奉仕委員長会議報告回クラブ社会奉仕委員長会議報告回クラブ社会奉仕委員長会議報告回クラブ社会奉仕委員長会議報告    ――――    


