
 

 

２０２３年 １月 ２６日発行 会報第１１３２号 

今週のプログラム 

（2023年 1月 26日 第１１３２回例会） 

 

卓話：地区職業奉仕委員会より 

担当：地区職業奉仕 副委員長 

    川上 和之様 

 

次週のプログラム 

（2023年 2月 2日 第１１３３回例会） 

 

   卓話：「憧れの人・尊敬する人」 

 

   担当：山本 友亮 会員 

第１１３１回例会  （２０２３年１月１９日）の記録 

「会長の時間」           山田 克子会長 

水島会員 お帰りなさい。お目にかかれて嬉しいです。 

今月は職業奉仕月間です。昨日は地区の職業奉仕委員会セミナーに高尾職業奉仕委員長と水島会員

がリモートで参加してくださいました。千房の社長のお話がとてもよかったと先ほど高尾会員から

お聞きしました。機会がありましたら例会でご紹介頂けたらと思います。 

職業奉仕、当初は職業と奉仕がなぜひとつになるのかわかりませんでした。稼いだお金で寄付を 

するからだけだと単純にそう思いましたが、調べますと奥が深い、とても大事であることに 

気づいてきました。 

数年前に会員だった方の職場訪問に参加させて頂きました。違う職種の現場を見ることができて 

ありがたく、また研究や機械のしくみや開発は社会貢献に値するものであることも感じました。 

売買だけでなく、自分の会社が発展することや、雇用することも社会において大切な役割でもあり、

職業の心、奉仕の心をひとつにとらえていくことも職場訪問で感じました。 

次週は地区より川上 和之職業奉仕副委員長がお越しくださいます。 

高尾委員長よろしくお願いします。皆さんにもご出席頂けるようお願い致します。 

最後に本日は 25 周年記念例会について皆様のご意見などもお聞かせ頂きたいと思います。 

後ほど水本実行委員長どうぞよろしくお願い致します。 

 

～水島会員より～ 

皆さん、こんばんは。振り返りますと 3 ヶ月前、飲酒して帰宅後に上がりカマチを踏み外して 

転倒し翌朝、救急車で運ばれ、尾骶骨第四腰椎圧迫骨折と診断され入院していました。コルセット

を装着して腰は治ってきましたが糖尿の影響なのか、くるぶしの床ずれが痛いです。家族からは 

お酒をやめるようにと言われますが、それは無理ですので、1 週間に 1 本空けていたウィスキーを

今は 1 ヶ月に 1 本にしております。2 ヶ月半の例会欠席、すみませんでした。反省しております。 

これからは、例会に参加して、「限りなき道ロータリー」を全うしたいと思います。 



  
＜お客様＞ な し 

 

＜出席報告＞      黒川 彰夫 SAA  

会員数（内出席免除会員 1 名）   19 名 

本日の会員数           12 名 

（内出席免除会員 1 名） 

（内名誉会員   0 名） 

本日の出席率          63.16％ 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪限りなき道ロータリー♪ 

＜本日のピアノ曲＞     近藤 美里さん 

１． Moon River 

２． 愛のプレリュード 

３． ララのテーマ 

４． 酒と薔薇の日々 

＜幹事報告＞                             山本 友亮 幹事 

１． RAC 第 2 回献血の案内が参りましたので回覧致します。 

 

２． 千里 RC 創立 50 周年記念講演会の参加表へのご記入を引き続きお願い致します。 

 

３． 当 RC ホームページ行事予定表を後期に更新致しましたのでご確認下さい。 

 

４． 本日、例会終了後理事会を開催致しますので、理事・役員はご出席下さい。 

《1 月度 理事会議事録》                       山本 友亮 幹事 

① 今後のクラブ運営について 

会長ノミニーについては少し進展がありましたが、 

次週 1 月 26 日に臨時理事会を開き決定致します。 

② 25 周年記念例会について 

役割分担及び指名は水本委員長に一任して、次週の臨時理事会にて決定致します。 

③ 今後の催事について 

検討できませんでした。 

④ 加藤 真理さんの依頼について 

国際交流の支援依頼の件については 3 万円の支援に決定します。 

⑤ 山本 加奈子さんの支援について 

今年度は 30 万円の支援と致します。 

10 万円の減額については黒川国際奉仕プロジェクト委員長より、山本加奈子さんに連絡を 

入れて頂くこととします。黒川委員長からの連絡が完了次第、速やかに送金実行。 

⑥ その他 

次週 1 月 26 日に臨時理事会を開催致します。 



 
＜ＳＡＡ報告＞                             木下 健治会員 

※スマイルボックス 

山田会員       水島会員、おかえりなさい。 

水島会員       長期欠席をおわびします。 

藤田会員       水島さん 元気そうで良かったです！！ 

相原会員       コメントなし 

 

※ロータリー財団 

黒川会員       水島さん うれしいです！！ 

 

※米山記念奨学会 

高尾会員       水島会員 おめでとう。 

木下会員       水島会員、おかえりなさい！ 

黒川会員       今日の皆様の発言が楽しみです。 

 

※メイプル基金 

山本(友)会員      水島会員 おかえりなさい     

高尾会員       先週欠席のおわび 

水本会員       水島様 復帰おめでとうございます。 

山田会員       やっと 休めました～ 

村田会員       本年もよろしくお願いします。 

 

   

会長の時間 山田会長     例会復帰のご挨拶 水島会員   25 周年実行委員長 水本会員 

 

                《本日のお料理》 

      

１．豆腐の和え物  2．大根餅  ３．大根と人参のスープ   

４．鶏もも肉の四川風ピリ辛炒め  ５．クリームの揚げ物  ６．鰆の蒸し物 

７．ご飯とザーサイ  ８．プーアル茶のアイス 



 
        ■□■アセンブリー③（25 周年行事について）■□■ 

水本実行委員長 

いよいよあと半年から 5 ヶ月になって参りました。現在決定している事柄からお伝えさせて 

頂きます。日時：2023 年 6 月 8 日（木）18:30 開会  場所：ル・ジャルダン 

通常 50～60 名の会場ですが、奥まで詰めれば 100 名対応できるそうです。人数を大まかに 

見積もりますと、当 RC 会員約 20 名、IM 第 2 組会長、地区から 1～2 名、奨学生約 3 名、 

福島 21RC から 15～20 名、千里 RC からまだ返答なしの状況です。記念講演はクレラさんに

決定。山本加奈子先生にはお話して頂けるかどうかこれからお尋ねします。記念例会の内容、

記念品、各担当（SAA・司会・ソングリーダー・受付・プログラム・記録・接待←講演者、IM 

第 2 組会長、ガバナー補佐、福島 21RC、千里 RC の方々に対して）など理事会で順次決めて

行かなくてはいけませんが、その前に、本日は皆様のご意見やアイデアを聞かせて頂きたいと 

思います。狭い会場で人数としてはいっぱいになりますが、プログラムとしてのアトラクショ

ンにつきましても、忌憚のないご意見をお願い致します。 

 

黒川会員 

東北、福島の方はお祭りごとが大好きで、楽しみにしておられます。 

講演者と来客の接遇をどうするかですね。 

藤田会員 

以前はホテルでの開催でしたのでシチュエーションは変わります。舞台は無いので自由な感じ

になります。今までの形にとらわれずに進めて行かなければいけません。控室やホテルの 

スタッフのサポートも無いのでプロジェクトチームで一つ一つ詰めていかないといけません。 

木下会員 

クレラさん、山本加奈子先生お二人が基調講演をされる場合は時間が足りるかどうか気がかり

です。この人数ですと着座形式で考えないといけませんね。 

福島から来られる人の、宿泊の場所の案内が必要です。自分達が福島へ行った時も案内して 

くれていました。今回は 5 年単位なのでそこまで大々的にやる必要はないかと思います。 

黒川会員 

25 周年は骨のある周年行事で外国では QUARTER を大事にします。 

水本実行委員長 

今回 IM 第 2 組各クラブからは、会長もしくは幹事 1 名のご参加でお願いする予定です。 

山本 雅之会員 

過去の周年事業のプログラムを作成した記憶があります。原稿は早い目に欲しいです。 

高田会員 

まだ RCの文化がよくわからないので、イメージが湧きません。 

会によって周年行事の特長があると思います。箕面 JCにいた頃は姉妹締結している香港 

ペニンシュラ JCとそれぞれの周年事業の時には交流して華やかな会になっていました。 

水島会員 

今までは特別例会への家族参加がありましたが、コロナでそれも無くなりました。 

福島ではにぎやかに接待して頂きましたが、奥様方をどうしますか。 

 



 
水本実行委員長 

奥様同伴をお声掛け頂いたら、ありがたいですね。 

高尾会員 

以前、福島へ行った時には、場所を変えて二次会を準備してくれていましたが、 

今回はその場所探しや移動をどうするかですね。また、講演会+宴会で 8時 30分終りになるかも

しれませんね。 

水本実行委員長 

ここの近辺では江坂東急 reiホテル・アパホテル・サニーストンホテルなどがあります。 

村田会員 

気になっているのですが、ここには、講演者・出演者の控室はあるのでしょうか。 

近藤事務局員 

テニスセンターにはオープン フリースペースとクラブ事務局以外に使える部屋はありません。 

相原会員 

記念例会として、うちのクラブらしい例会をしてほしいです。予算の問題もあるでしょうが 

金銭的な事も皆で頑張って、何とか形を作って成功させたいと思います。 

山本幹事 

せっかく今年度は女性会長ですので、女性らしいおもてなしを考えたいです。 

山田会長のバックに回って後援しようと思います。 

水本実行委員長 

山本幹事、後ろに回っていないで、前へ出てきて下さい（笑） 

山田会長 

千里メイプル RCらしい 25周年記念例会にしたいと思います。 

クレラさんに講演をして頂けるという事で、米山奨学生カウンセラーとしてご縁がおありの 

故光岡会員の奥様に是非ともご出席頂きたいと思いまして、本日光岡様に電話を致しました。 

まだ OKは頂けていないのですが、立派になられたクレラさんに会いたいとは言われていました。 

もし、光岡晴子様にご出席して頂ければ、花束贈呈式があっても良いかと考えております。 

そして前・現米山奨学生の 3人が一緒に出席してくれることを願っています。 

ですが、万が一、何か危機的なことが起きてクレラさんが来ることができなくなった場合 

その時はどうするのかも考えておきたいと思います。 

山本加奈子さんに来て頂けるのであれば、福島 21RCや千里 RCの方々も当クラブのラオス支援に

ついてはご存知ですので、少しでも時間を取って、ラオスの発表をして頂きたいです。 

アトラクションにつきましては 20周年記念例会の時に演奏して頂きました三味線の 

「桃響 futari」の岩田桃楠さんにお声掛けをしました所、快諾して頂いています。 

水本実行委員長 

5ヶ月先ですので、何があるかわかりませんが、詰められるところは詰めて行こうと思います。 

記念品・プログラム・記念誌の作成等も予算や期日がありますので準備していかないと 

いけません。楽しんで頂いてもコストパーフォーマンスがどうなのかも考えて、皆様のご意見を 

聞きながら、決めて行きたいと思います。引き続き、皆様ご協力のほどよろしくお願い致します。 


