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本日のプログラム

第1027回（本年度 第9回）例会

次回 9/18 のお知らせ

♬SONG : 「われら中之島」
●卓話　“経営層の健康管理”について
　担当　永井 俊行 会員
　講師　大山 招子 様
■10月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「4つのテスト」
■臨時総会　事業決算報告

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。金さん、本日の卓話どうぞ宜しくお願い致します。

挨拶の前にご報告をさせて頂きます。

メンバーでいらっしゃいました黒田会員が、8月31日に永眠されました。

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。黒田さんのことを少し思い出し
てみますと、1月に入会され、皆様と和気藹々と楽しんでいただけるよ
うにして参りました。また4月に台湾へ訪問したことを機に、メンバー
として溶け込まれたのではないかと思っています。その時に私夫婦宛
にお手紙を頂戴し、その文面を改めて読み返しますと涙が込み上げ
て参ります。皆さまにも、この文面を読んで頂き、元気だった頃の黒田
さんの思い出を振り返って頂きたいと思います。

　3年前に大腸癌の手術をなさったのですが、今年の5月に癌の再発



ロータ
リーに

2014
-2015

年度

国際ロ
ータリ

ーテー
マ

輝きを

大阪中
之島ロ

ータリ
ークラ

ブ
国際ロ

ータリ
ー

第 2660 地区

2014-15年度第1026回（第8回例会）
幹事報告 (9/4)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は青少年活動委員会の卓話です。松任委
員長よろしくお願いします。

■9月6日（土）、第1回クラブ職業奉仕委員長会議が薬
業年金会館において9時より開催されます。福田職業
奉仕委員長、よろしくお願いします。
　同日、地区米山セミナーがOMMビルで12時30分よ
り開催されます。
　また同日、15時40分より甲子園球場にて米子東ロー
タリークラブと親善試合があります。皆様応援よろしく
お願いします。

■9月11日（木）、永井会員の卓話です。よろしくお願い
します。

■9月18日（木）、臨時総会です。前年度事業報告、並び
に決算報告を行います。

■地区より「広島市北部の土砂災害（平成26年8月豪
雨）」義捐金のお願いがきています。受付は9月19日
（金）まで。来週の理事会で早急に審議いたします。

をされまして、肺癌を発症され、その時に余命3か月
と診断されたそうです。8月のお盆には最後の家族旅
行として、お孫さんを抱きながら楽しい時を過ごされ
たとお聞きしております。先月19日に入院され、31日
に永眠されました。皆さまもどうぞお身体を大切にな
さって頂きたいと思います。

　私事ですが、先週例会を欠席してしまい大変申し
訳けございませんでした。朝に東京の品川駅で切符
を買い、プラットホームで電車を待っていた際に貧血
状態となり倒れてしまいました。例会があるので、どう
しても帰りたいという気持ちがあり電車に乗ろうとし
ましたが、その後2回目の貧血を起こしてしまいまし
た。その際に頭を打ったようでしたので、救急車で運
ばれ、病院で検査を受けておりました。幸いにも看護
師さんがプラットホームにおられまして、迅速な手当
てを受けることが出来ました。

健康第一。体調万全で例会出席していきたいと思い
ます。

▲お誕生日のお祝い：左より高島 凱夫会員・下岡 陽一郎会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より永井 俊行会員・下岡 陽一郎会長

本日のメニュー

・帆立貝とシュリンプとマンゴーのカクテルシトロンヴェール
・牛フィレステーキ温野菜添え キノコソース
・生ハム 胡桃 リンゴのサラダ、コーヒー、パン

下岡会長がマルチプルポールハリスフェローの
表彰を受けました。

Congratulations!



青少年委員会卓話

松任 保勇 委員長、 講師：金　東右（キム・ドンウ） 様

今回は東大阪東ロータリーの米山奨学生の金 東祐（キ
ム ドンウ）さんに来て頂き国際LYRAについて話して頂
きました。

ロータリーの5大奉仕（クラブ奉仕 ②職業奉仕 ③社会
奉仕 ④国際奉仕 ⑤青少年奉仕）のうちの青少年奉仕
というがあります。

青少年奉仕の活動には、

　①青少年交換、奨学生

　②インターアクト

　③ローターアクト

　④ロータリー青少年指導者養成プログラム

という4つの活動があります。

その中でロータリー青少年指導者養成プログラム
（Rotary Youth Leadership Awards）（RYLA）通称ライ
ラを行っています。

このライラの目的は年齢14歳から18歳まで並びに年齢

地区財団セミナー

19歳から30歳までの若い人のためのRI常設プログラム
です。年齢により二つのグループとした目的は、多様な
ニーズと成長過程に対応できるようにするためです。

地区内の若い人々とロータリアンが参加する地区プロ
ジェクトであり、若い人々の、指導者及び善良な市民とし
ての資質を伸ばすことです。

ゴールデンウィークと秋にライラを2660地区で開催し
ていますが国際大会の時に国際ライラというのも開催
しています。国際ライラは世界から100名程の青少年を
募って行い日本からは今年6人が参加しました。その内
の1人が卓話をして頂いた金さんです。その時の貴重な
体験談を話して頂いて改めて国際ライラの素晴らしさ
が伝わりました。

大阪中之島ロータリークラブとしても親戚や知人にライ
ラ・ローターアクト・インターアクトの良さを再認識し親
戚や知人に参加して頂くことが大切だと思います。



甲子園球場 ： 親睦試合の報告
　去る9月6日（土）、晴天の甲子園球場に於きまして全
国ロータリークラブ親睦野球大会の大阪中之島RC対鳥
取米子東RCの試合が行われました。
地域性もあり、応援の方は圧勝の状態でしたが、試合の
結果は完敗。
4回の初めくらいまでは野球の試合らしく進んでいたの
ですが、あとは昨年同様、遠くから来られた相手チーム

野球同好会 監督　安達 昌弘

には充分喜んでもらえたでしょう。
　病気療養中の下岡会長、吉田会員、檜皮会員、江川さ
ん他メンバーのご家族の方々におかれましても、明るく
楽しい応援を本当にありがとうございました。
　甲子園では2年連続の敗戦ですが、こうなったら勝つ
まで出場し続けようと、メンバー全員で決めました。
　しかし、中之島の野球はいつも楽しいです。
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下岡：先週欠席申し訳ございません

辻（義）：黒田さん、残念です。

山本：先日は松任さんの屋上バーベキュー有難うご
ざいました。楽しかった！
黒田さんの御主人の寂しそうなお顔が印象的
でした。お悔やみ申し上げます。

嶽下：黒田さんのご冥福をお祈り申し上げす。

村橋：松任さん卓話よろしくお願いします。

辻（一）：今日の雨は黒田さんの雨かもしれません。ご
冥福をお祈りします。拝

吉田：黒田さんの友人（男性）と食事をする約束があ
りましたが私の都合で延ばしておりました。
訃報に接し、その友人共々残念でなりません。
黒田さん安らかにお休みください。

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：下岡会長お元気そうで何よりです。今後は十分
気をつけて下さい。

針谷：黒田さんを偲んで

高島：皆様、御身体には充分留意しましょう。

小林：月初です。今月も元気で頑張りましょう。

井戸本：黒田さん、安らかに

北村：ホームクラブ8月欠席すみませんでした。

檜皮：黒田さん、もう一度お会いしたかったです。ご冥
福をお祈りします。

木村：ニコニコ

安達：土曜日は甲子園球場での試合です。暗いニュー
スが多いですが、甲子園では明るく暴れまわり
たい。

西田：黒田さん、ご冥福をお祈りいたします。

満村：お久しぶりです。ニコニコ

本日合計 : ￥57,000
累　計 : ￥341,000

●出席報告
会員数 27名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 1名
欠席者 2 名

出席率 92.59%
8月7日の修正出席率 96.42%

●メイクアップ
福田 忠博  8  月  7 日 大阪天満橋RC
早瀬 道圓  7  月31日 直前会長・幹事慰労会
木村 眞敏  7  月31日 直前会長・幹事慰労会
北村 　譲  7  月31日 直前会長・幹事慰労会
栗山 博通  7  月31日 直前会長・幹事慰労会
松任 保勇  7  月31日 直前会長・幹事慰労会
永井 俊行  7  月31日 直前会長・幹事慰労会
岡本 啓吾  7  月31日 直前会長・幹事慰労会

●本日のゲスト
松任会員ご紹介
 ゲストスピーカー　金　東右（キム・ドンウ） 様

大山招子氏のプロフィール
鍼灸あん摩マッサージ師の資格を取得
INFA 国際エステティック連盟インターナショナル
エステティシャンゴールドマスター取得
（株）エクシーズジャパン　取締役副社長
招幸塾　塾長
〈活動〉
化粧品ブランドマジョール企画発売（エステティッ
クサロン専売品）
大山招子主宰 招幸塾
　カウンセラー養成講座 講師
（エステティシャンに：正確なお客様の体質診断
能力・適切な施術選択知識、全ての能力を身につ
けるための講座）
〈書籍〉
『男と女の体質改善教室』（西日本新聞社）
『毒出し浄化ダイエット スロータスのススメ』（主
婦の友社）
約3000人の臨床データをもとにエステティックに
東洋医学を取り入れ、広い立場からの美容法を提
唱。新商品企画開発をはじめエステティックサロ
ンにてカウンセリングや技術教育、ケーススタディ
をおのない年間約200日教育に全国とびまわっ
ている。休日は老人ホームを訪問し、ボランティア
活動を行う
業界展示会セミナー、NHK文化センター、放送局、
美容専門学校では多くの人を魅了する講演をお
こなう

本日の卓話

“経営層の健康管理”について


