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第1087回（本年度 第22回）例会

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

先週の土曜日に、社会奉仕活動の成美寮での餅つき大会が実施され
ました。沢山の会員の方にご出席いただき心からお礼を申し上げま
す。今年もまた、子供たちの嬉しそうな表情を見ることができました。
安達社会奉仕委員長はじめ委員会の皆様そして、参加されました皆
様方には心から感謝申し上げます。

先週もお願いいたしました、ベトナムVTTプロジェクトにつきまして少
しお話しをさせていただきたいと思います。ベトナムへは1月10日か

本日のプログラム

次回 12/19 のお知らせ
■クリスマス家族会
　18：00～　例会
　18：30～　クリスマス家族会
　桜苑

♬SONG : 「我らの生業」
■年次総会
　次年度理事役員決定
■第7回1月度理事会
　13：40～　サファイアルーム
※次週、12月17日（木）の例会は振り替え
休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



ら1月28日までの長期間となります。そのため、参加
者の負担を軽くするため6チーム編成と考えています。
1チーム3名とすれば最低でも18名の参加者が必要と
なります。皆様方におかれましては是非ともたくさんの
方に参加していただきますようお願い申し上げます。

また、来週12日には、結団式も執り行います。ベトナ
ムへの参加の有無にかかわらずご出席頂きますよう
重ねでお願い申し上げます。

今週の奉仕の一世紀は、事務局プリンターの故障に
よりお渡しすることができません。

お詫び申し上げます。

以上で会長の時間を終わります。ありがとうございま
した。

■12月3日（木）は坂本会員の自己紹介です。
坂本会員宜しくお願いいたします。
辻一夫国際奉仕委員長よりソウル国際大会のPRが
ございます。
（国際大会登録、早期割引　12月11日まで）

■12月4日（金）～5日（土）は国際ロータリー第2660地
区 2015～2016年度地区大会でございます。

2014-15年度第1086回（第21回例会）
幹事報告 (12/3)

幹事  檜皮 悦子

登録受付
RI会長代理ご夫妻晩餐会

17：30～20：00
18：30～21：00

10：30～12：00
11：00～12：00
13：15～15：00
15：00～16：40
16：45～17：30

登録受付
夢のDuo・Concert
本会議
特別symposium
本会議・閉会

　第1日：2015年12月4日（金）
　　　　リーガロイヤルホテル3階　光琳の間

　第2日：2015年12月5日（土）
　　　　大阪国際会議場　5階メインホール

※当日混雑が予想されますので、10：30に集合場所
として5階エスカレーター前とさせていただきます。
※各自の名札とお弁当引換券は必ずご持参ください。
引換券がなければお弁当をお渡しできませんので
宜しくお願いいたします。
「お弁当引き換え所」にて引換券とお弁当を交換し
てください。
※11月26日の現時点で、晩餐会は400名のご参加、
本会議は2,476名が登録されておられるそうです。
大阪中之島RCは晩餐会に13名、本会議に31名登
録させていただきました。

■12月10日（木）は年次総会でございます。
（次年度理事・役員の決定）
年次総会の後、クラブ戦略計画委員会より村橋会長エ
レクトが「クラブ戦略計画」についてお話しをされます。
例会終了後、第7回1月度理事会でございます。
理事・役員の方はご出席頂きます様にお願いいたし
ます。

■12月12日（土）はVTTヴェトナム支援団の結団式が
開催されます。

時間：18：30～
場所：「湖月」　大阪市中央区東心斎橋1-12-22
　　  tel：（06）6251-7225

共同提唱クラブの大阪西南RC、茨木RC、また地区よ
り財団委員長、国際奉仕委員長がご出席されます。

■12月17日（木）SAA委員会＆忘年会が開催されます。

時間：18：00～　委員会
　　  18：15～　懇親忘年会&新入会員歓迎会

場所：口岩 口岩 好（Nagam Nagam Hou アム アム ホウ）
兵庫県神戸市灘区深田町3-4-13　アルカ
ディア六甲1F
tel：078-891-6171

■12月19日（土）は本年度の最終夜例会が開催されます。

時間：18：00～
例会場：太閤園　桜苑

例会後クリスマス家族会が開催されます。

時間：18：30～
場所：太閤園　桜苑

沢山のご家族のご参加宜しくお願いいたします。
12月17日（木）は例会変更の為休会でございます。
お間違えの無いようにお願いいたします。

■12月24日（木）は第3回休会日、12月31日（木）は第4
回休会日になっております。

■2016年1月7日（木）は新年、最初の例会日になって
おります。
会長・幹事の新年の挨拶がございます。



地区出向者のご活躍報告がございます。

■地区よりご連絡がございます。

①地域的社会奉仕活動の一つとして「大和川・石川ク
リーン作戦」のご参加のお願いでございます。

開催日：2016年3月6日（日）午前中　［雨天中止］

開催場所：大和川・石川流域の各市で清掃場所の
設定がされます。詳細は追って連絡されるそうです。

②国際ロータリー日本事務局より2015年12月の
ロータリーレート：120円と連絡がありました。

③ロータリーフェスティバル報告書の訂正がござい
ます。

＜訂正箇所＞

2ページ　誤：大阪市立中央公会堂
　　　　  正：大阪中央公会堂

49ページ　誤：大阪中央RC
　　　　　 正：大東中央RC

国際ロータリー第2660地区 地区大会最終のご案内

拝啓　皆様にはますますご清祥、お慶び申し上げます。

さて、いよいよ地区大会が目前に迫って参りました。

お陰様で地区大会第1日目（12/4）ロイヤルホテル･光
琳の間での「RI会長代理歓迎晩餐会」、2日目（12/5）国
際会議場での「コンサート・式典・シンポジウムの本会
議」共に、多くの方々のお申込みをいただきました。ご協
力賜りました各クラブ様・ご参加いただきます皆々様に、
心より御礼申し上げます。

地区大会１日目・２日目につき、下記の通り最終のご連
絡をさせていただきます。

敬具

記

①12/4（金）夕刻からの「歓迎晩餐会」

受付開始：17：30～
開宴：18：30

晩餐会用の名札は会場入口にてご準備しております。
ご自身のクラブの受付へお越しくださいますようお願
いいたします。

②12/5（土）国際会議場・本会議（コンサート・式典・シ
ンポジウム・式典）：

受付開始：10：15～
コンサート開演：11：00（演奏中の入場は出来ません

のでご注意下さい）

事前にお申込みの方の名札とお弁当引換券は既に
お手元に届いている事と存じます。（註：来賓受付に

てお渡しの皆様を除く）各自お忘れなく、必ずご持参
くださいますようお願いいたします。

当日会場入口にて名札のバーコードチェック・ご入場
いただいた後、お弁当をお申込みの皆さまには「弁当
引換場所」に引換券をお持ち下さい。引換券がござい
ませんとお渡しが出来ませんのでご注意ください。

尚、お弁当は各自でお持ちいただき、コンサート終了
後に、会場座席にてお召し上がり下さい。お弁当引換
は12：30まで、お召し上がりは13：00までとさせてい
ただきます。（お持ち帰りはできませんのでご了承下
さい。）

註：12/5(土)午後12時からの 「RI会長代理を囲む昼
食会｣並び｢米山・財団顕彰昼食会｣に直接ご出席
のパストガバナー・ガバナーエレクト・ガバナーノ
ミニー 米山・財団大口寄付者の皆様には、当日、
まず、5階メインホールの来賓受付にて受付をお
済ませの上、12階レストラン｢グラントック｣に移
動くださるようお願いいたします。

▲お誕生日のお祝い：左より西田 末彦会員・針谷 紘一会員・
　井戸本 泰次会員・嶽下 勇治会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より栗山 博道会員・嶽下 勇治会長



自己紹介

坂本 恵 会員

私は昭和42年9月21日に兵庫県伊丹市で生まれました。

父は二年前に他界しましたが、普通のサラリーマンでし

た。母は健在で、私と同居して一緒に息子を育ててくれ

ています。

小学6年生の時に家族で大阪府高槻市に引っ越しをし

ました。

高槻市立第二中学校、大阪府立高槻北高校を卒業して

から枚方市にある関西外国語短期大学に進みました。

幼い頃に《兼高かおるの世界の旅》、という番組を見る

のが大好きでした。多分、その影響だと思うのですが、

子供の頃から外国に強い憧れを持って育ちましたので、

外国語の学校に進みました。

短大に入って前期も終わろうとしていた頃、家庭の事情

で学校を辞めてもらえないか？と母親に言われました。

学生生活を楽しんでいた私は退学するつもりは毛頭あ

りませんでした。

そこで、1年間休学して学費を稼ごうと思い、事務局に相

談に行くと、1年間の在籍費用と学費の差がたったの10

万円しかないことが判明しました。そんな事なら1年間

無駄にする必要などないと思い、そこから私のアルバイ

ト生活が始まりました。

アルバイト先で株式会社雲仙の松井暁子社長と出会い

ました。

松井社長は二代目で、初代は社長のお母さんでした。女

性ながらも、何軒もレストランを経営し、私の憧れの女

性でした。現在、松井社長の会社は東京にも店舗展開さ

れ更に大きくなっています。

私に商売の基本を教えて下さったのは松井社長です。

さて、学生当時、キャビンアテンダントという夢があり、日

本航空の試験を受けてみたのですが、ものの見事に惨

敗でした。

周りが就職活動に励んでいた時に私はアルバイトに明

け暮れていたので、今思えば、ろくに勉強もせずに、よく

もまぁ、キャビンアテンダントの試験を受けたものだと恥

ずかしくなります。

そのような過程で気付いた時には飲食業の世界に身を

置いていました。

30歳の誕生日を迎えるとき、ふと、私はこのままで良い

のか？という考えが頭を過りました。

当時これと言った目標が無かったのです。ただ、漠然と

誰かが何とかしてくれるような気持ちでいる自分を発見

したのです。このままではいけないと思い、考えた結果、

今、目の前にある仕事に専念しようと思いました。

そして1年後に独立しました。

私の20代は何となく過ごしていた時代でした。

30代は仕事が楽しくて駆け足で走り抜けました。

40歳になる年、2007年は景気も悪くなく売り上げも

上々、信頼できるスタッフにも恵まれて私は人生を謳歌

しておりました。

ある日、再び、このままで良いのか？という考えが頭を過

りました。

それまで20数年間、仕事一筋の日々でした。ふと、人生

の休憩をしようかな？という思いが湧きました。

そこで、ずっと海外生活に憧れていたので留学してみる

ことにしました。

行き先はワインの勉強をしてみたかったので、フランス

に決めました。

ワインと言えば、フランスのブルゴーニュとボルドーしか

知らなかったので、そこで初めてフランスの地図を広げ

てみました。北に位置しているブルゴーニュは寒そうな

ので却下、南に位置しているボルドーに行き先を決めま

した。そして、40歳の秋に学生としてフランスのボルドー

に渡りました。

最初の半年間はホームステイをしながら私立の語学学

校に通いました。行ってみて初めて知ったのですが、ボ

ルドーの語学学校の生徒は皆、基本的にバカンスで来

ている社会人か若い人はお金持ちのご子息が多く、基

本的にお金があってヒマな人達の集まりでした。

ですので、時間を持て余し、毎晩、バーに集まって飲み

会という生活が半年ほど続きました。

ところが、全員フランス以外の外国人なので会話は英



語です。フランス語は全く上達しませんでした。日本人が

全くいない時期もあり、初めてホームシックというものを

体験しました。

本当はワイン学校に行きたかったのですが、フランス語

でつまずき、ボルドー大学付属の外国人向けのフランス

語学科に移りました。

その頃、ホームステイにも飽きて、アパートを探し始めま

した。その時に初めて、下手なフランス語でも相手がフ

ランス人なら理解して貰えることに気付きました。

それから、フランス人と話す事に抵抗が無くなり、多少、

フランス語も上達し始めました。

ボルドー大学には日本から現役の大学生達が交換留学

生として沢山来ていました。

ここの学生達は皆、勉強熱心でした。

しょっちゅう、テストがあり、テストの後、若い人達は、「ダ

メだ、全然、出来なかった。」と言っていました。

私は内心、ちょっと手応えを感じていました。

それなのに、結果は、学生さん達は皆、80点以上、私は

四十点台という惨めな経験をすることも出来ました。

40歳の勉強は大変でした。覚えるのに若い頃の何倍も

時間が掛かるのに、忘れるのは一瞬、という事を思い知

らされましたが、本当に良い経験になりました。

その頃にはアパートで自炊をしていたので、日本食に飢

えている若い人達がいつもご飯を食べに集まってくれ

ました。年齢の差を超えた親友も何人かできました。

長い間、外国に憧れを持っていた私でしたが、行った先

がフランスだったせいもあるかもしれませんが、海外に

住みたいとは思わなくなりました。

自分でも意外でしたが、私は日本人なんだなぁ、と改め

て認識する事ができました。

そういう意味で、海外生活を経験して良かったと思って

います。

そうでないと、今でも海外生活に憧れていたままだった

と思います。

そして、リーマンショックを機にスタッフに日本に呼び戻

されました。

社会復帰する良い機会だと思っていたのですが、仕事

を再開しようと思っていた矢先に息子がお腹の中にい

ることがわかりました。この辺りの事情は何時間あって

も語り尽せないので、また機会がございましたら、という

事で割愛させて下さい。。。

そして通算、7年近く現場から離れていました。7年間も人

任せで店が潰れなかった事が今思えば奇跡のようです。

そして、昨年の夏、マネージャーが独立することになりま

した。長年、現場を離れていたので、次の人材が見当た

らず、それを機に現場に戻りました。

そして現在に至っております。

息子はまだ5歳で来年、小学校に上がります。42歳とい

う高齢出産で息子を産んだので、時々、息子と二人でい

ると、息子は知らない人から「おばあちゃんと二人で来

たの？偉いね～。」なんて声を掛けられます。

まだ無邪気な息子は「おばあちゃんとちゃうで～。ママ

やで～。」と私の代わりに説明してくれます。子供を通し

て沢山の新しいお友達も出来ました。

私は子供を持つまで、自分のしたい事だけをして生きて

きたので、今は自分の時間が持てないことにも全く不満

がありません。

高齢出産はリスクと体力的にキツイ事を除けば、おスス

メです。

それから私がロータリークラブに入会させて頂きたいと

思った動機について説明させて下さい。

私がまだ若い時に友人のお父さんや、先程の松井社長

のご主人がロータリーで活動されているお話を聞いた

ことがありました。社会的に地位のある方々が社会奉仕

されているクラブという認識がありました。

そして余談になりますが、20代の頃に読んだ《脳内革

命》という本がありました。

内容はほとんど覚えていなかったのですが、その中に、

人間の欲求には段階があって、全ての欲求を満たした

人間が行き着く処、つまり、究極の欲求とは、自分のした

いことが自然と世のため、人のためになっている、ある

意味、仏や神様のような領域、という事が書いてありま

した。

何故か、そこだけが印象に残っていました。

話を元に戻して、昨年、現場復帰してから、毎日、きもの

屋さんの女将さんに着付けをして頂いています。

女将さんは、仕事のかたわら、ゾンタクラブの奉仕活動

で忙しく飛び回っておられます。

或る時、女将さんと話している時に何かの拍子で、昔読

んだ、《脳内革命》の内容が話題に上りました。奉仕とい

う事がいつも心に引っかかっていて、いつか私も奉仕が

出来る人間になれるのかなぁ？というような事をお話し

しました。

すると、女将さんが北村様にお会いする事を勧めて下さ

いました。
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そして、北村様とお会いすることになりました。

初めてお会いした時の北村様の印象は、一言、《恐い》、

でした。

にこりともせずに、ロータリークラブは奉仕を目的として

いて、最近まで女性は入会できなかった事、倫理観を

しっかり持っていなければならない事、商売目的に来ら

れては困る事、中途半端な気持ちでは困る事などなど、

お話をお聞きしながら、何だかお叱りを受けているよう

な気分になりました。

でも、私はひるみませんでした。

大阪中之島ロータリークラブの例会に初めてお邪魔さ

せて頂き、ロータリークラブの《be a gift to the world》

という標語を見たときに《自分の行いが自然と世のた

め、人のためになっている》、という《脳内革命》の一節

が頭の中で蘇りました。

女将さんが私に北村様と会う事をお勧めして下さった

理由がこれなのだな、と思いました。

いつか、自分もそのような人間になれたら良いな、と

思って来ました。でも、漠然と頭の隅に抱えながら、いつ

か、いつかと思っているだけでは結局、実現できないこ

とも判っていました。

大阪中之島ロータリークラブの例会を初めて見学させ

て頂いた時に、長年ぼんやり描いていた自分の社会奉

仕の未来像を実現できる可能性を感じたのです。

私は大阪中之島ロータリークラブに入会をお許し頂き、

将来、皆様、先輩方のようなロータリアンになりたいとい

う新しい目標も出来ました。

一日でも早く、私を推薦して下さった北村様、嶽下会長、

先輩方に安心して頂けるように、ロータリークラブの精神

を心に受け止め、日々、精進していく決意をしております。

私が気付いていない事や、私に出来る事がございまし

たら、どうぞ、ご遠慮なく、ビシビシとご指導下さいませ。

今後とも末永く宜しくお願い申し上げます。

12月4日（金）18：30～ RI会長代理水野正人様ご夫妻

をお迎えしてRIHGA ROYAL HOTEL「光琳の間」にて、

華やかな中にも気品に満ちた、素晴らしい晩餐会が開

催されました。

鏡開きで会場の雰囲気を一気に盛り上げ、全員が一つ

の樽酒を飲み交わすことで生まれる一体感は、ロータリ

アンとしての強い絆を感じました。

エンターテイメントとして、19世紀後半、パリやウィーン

を中心に流行し、人々を魅了したオペレッタの世界へ美

しいオペラの歌声と共に、私たちを喜歌劇の世界へと導

いてくれました。特に町中を「シャンパンで乾杯」「シャン

パンで乾杯」と踊り歌う軽快さは、優雅さと共に晩餐会

に相応しい「音楽の夕べ」の一時でした。

12月5日（土）本会議は11：00より「夢のDuo Concert」：

お二人の息の合った素晴らしい演奏の響きで幕が開き

ました。

式典では立野ガバナーの地区状況：2018～19年度を

目処にIM毎のクラブ数・会員数の格差により再編成、ガ

バナー補佐の選出方法の見直しなどを検討する等お話

をされ、続いてRI会長代理水野正人様がRI現状報告を

されました。

15：00～Symposium：「究極の職業奉仕」が開催され基

調講演として、大阪大学岸本忠三名誉教授が永年の研

究から「インターロイキンー6＝IL6」を発見し、それが

自己免疫疾患、膠原病の治療に光を見出したお話をさ

れました。

また、京都大学本庶佑名誉教授は他の研究の途中で

PD-1を発見され、それが動物実験では、ほとんどの癌に

70％の有効性を持つ夢の創薬に導いたそうです。

お二人とも大学という研究機関はゆとりある環境下で

素晴らしい成果が上がるものである。現在の文科省の

政策では立派な研究成果を出す環境下ではなく、研究

というものはゆとりある環境下で素晴らしい成果が生ま

れる！と締めくくられました。

続いて、2016年5月28日～6月1日に開催されるソウル

国際大会のPRをK.R.ラビンドランRI会長が韓国の特色



を生かした食べ物、観光、買い物等と共にご紹介されま

した。

最後に立野District Governorより、Governor Elect松本

進也様（大阪北ロータリークラブ）、Governor Nominee

片山勉様（大阪東ロータリークラブ）、Governor-  

Nominee Designate 山本博史様（大阪南ロータリーク

ラブ）が紹介されました。

＊2016～17年度 国際ロータリー2660地区 地区大会

は12月9日（金）～12月10日（土）RIHGA ROYAL 

HOTEL、大阪国際会議場で開催されます。（ホストク

ラブ：大阪北ロータリークラブ）

＊大阪中之島RCの2015年度地区大会出席率は90％

でした。沢山のご出席有り難うございました。（閉会ま

で残られた方は7名でした？）
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●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 84.37%
11月12日の修正出席率 87.50%

●メイクアップ
安達 昌弘 12月28日 成美学寮 もちつき事業
満村 和宏 11月  1 日 ガバナー杯野球大会
梅原 一樹 11月  1 日 ガバナー杯野球大会

●本日のビジター
徳島RC 西野 武明 様

吉田会員がポールハリスファエロー・
マルチプル4（5０００ドル以上）の表彰を受けました。

Congratulations!

本日のメニュー

・生ハムとメロンのピンチョス 合鴨スモークバルサミコソース
・牛フィレ肉のステーキ温野菜添え 赤ワインソース
・柿サラダ、コーヒー、パン

戸田会員、テレビ出演予定
先日お伝えした12月15日放送予定のテレビ朝日系
列（6チャンネル）の中居正広のミになる図書館「知
らなかきゃ良かった」は、関西では雨上がり決死隊
さんの番組のため、1時間14分繰り下げの12：31
（12月16日の0：31）からでした。間違えてお知らせ
してごめんなさい。
お時間があれば観て下さい。

嶽下：本日の卓話、坂本会員よろしくお願いします。
下岡：ニコニコ
村橋：結婚記念日のお花をいただきました。ニコニコ
檜皮：成美学寮のお餅つき大会にご参加いただき有

難うございました。RACの皆様に若さをいただ
きました。

井戸本：ニコニコ
小林：司会担当です。ニコニコ
辻（一）：VTTベトナム支援がうまくいきますように
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
福田：毎日“アーさんジャンバー”を着てロータリーの

認知度向上のため谷町筋を歩いています。ニコ
ニコ

針谷：うっとおしい天候ですね。
高島：もう12月になってしまいました。
北村：昼からお天気になりますように
村上：坂本さん、自己紹介頑張ってください。ニコニコ
永井：坂本さん本日の卓話楽しみです。頑張ってくだ

さい
辻（義）：ニコニコ
木村（眞）：ニコニコ
戸田：ニコニコ
栗山：ニコニコ
坂本：緊張して昨日から食事がのどを通りませんでした。
大阪天満橋RC　仲西良浩様：

成美学寮のお餅つき事業、大成功をお喜びい
たします。

本日合計 : ￥66,000
累　計 : ￥1,161,000


