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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1121回（本年度 第9回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日は、親クラブである大阪大手前RCから沢山のビジターをお迎え
しております。

親子クラブの親交が益々深まることに感謝申し上げます。

今月は、基本的教育と識字率向上月間です、今年度より毎月初にガバ
ナー月信が全員に配信される様になりました、最新の情報や地区の
活動報告が詳細に掲載されています、活動内容を知りロータリーの
理解を深めていく為にもご一読をお願い致します。

本日のプログラム

次回 9/15 のお知らせ
♬SONG : 「ロータリー賛歌」
■臨時総会（事業・決算報告）

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　「古民家と登録有形文化財」
　　　　について
　藤本 淳司 会員
■第4回10月度理事会　
　13：40～　サファイアルーム



8月27日に開催された地区財団セミナーに出席して
まいりました。

2015-16年度の中之島RC年次寄付額は、1人当り平
均442ドル、地区内第二位でありました。

第一位の八尾中央RCは、448ドル、僅差の二位であ
りました。

2660地区は、R財団の寄付額、補助金の活用率にお
いても全国のトップレベルにあると報告されています。

そして、当地区は、寄付額の約85％が財団補助金とし
て様々な奉仕事業に活用されている実績があります。

我々が行った寄付が財源となり、R財団からの補助金
を受ける事により大きな奉仕事業を行なう事が出来
ます。R財団の補助金スキームを理解して、大いに活
用していきたいと思います。

前年度に職業奉仕委員会・移動例会にて心こもった
お持て成しを受け、お世話になった大阪アーバンRC
の山田会員が秋のライラ登録のお願いに来訪されま
した、登録と参加のご協力をお願い致します。

先週に開催しましたクラブ戦略計画委員会の議事内
容については、来週にお話しさせて頂きます。

2016-17年度第1120回（第8回例会）
幹事報告 (9/1)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■9月1日（木）
本日は坂本会員の卓話です。
宜しくお願い致します。

■9月8日（木）
藤本会員の卓話です。（安達会員の卓話の変更）
ご準備宜しくお願い致します。

同日、第4回10月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様、出席のご予定をお願い致します。

理事会後、指名委員会を開催致します。

■9月15日（木）
臨時総会を開催致します。
檜皮直前幹事、永井前年度会計、下岡前年度会計
監査担当、前年度の事業報告及び決算報告を宜し
くお願い致します。

■9月22日（木）
祝日の為、休会です。

■9月29日（木）
移動例会です。
例会場：陽松庵（ようしょうあん）
所在地：池田市吉田179
集合時間：11：00

※2016年9月のロータリーレートは1米ドル＝102円
です。

地区委員会、その他の報告です。

■クラブ米山奨学委員長・幹事・米山奨学生カウンセ
ラー研修会
日時：9月3日（土）　13：00～
会場：大阪科学技術センター　8階中ホール
檜皮会員・杉村幹事が出席致します。

■3世代クラブ有志懇親会
日時：9月7日（水）　18：30～
会場：中央電気倶楽部 B1F　えれき亭
会費：7,000円
※会長・幹事・理事役員及び有志の皆様のご参加

お願い致します。
※同日、懇親会前に第2回三世代クラブ合同社会奉

仕事業  会長・幹事・社会奉仕委員長会議を開催
致します。
会場：中央電気倶楽部 2F　17：30～
村橋会長、杉村幹事、辻 義光社会・青少年奉仕
委員長、出席のご予定をお願い致します。

■第1回クラブ社会奉仕委員長会議
日時：9月17日（土）　14：00～
会場：薬業年金会館
辻 義光社会・青少年委員長、ご出席の予定をお願
いいたします。

■地区決議会
日時：9月24日（土）　10：00～
会場：薬業年金会館
村橋会長・杉村幹事が出席いたします。

■クラブ青少年奉仕ロータアクト正副委員長会議
日時：9月24日（土）　14：00～
会場：薬業年金会館
杉村幹事が出席いたします。

大阪大手前RCのみなさまがお見えになりました。



こんにちは。8月7日から21日までヨーロッパを旅行して
きました。卓話のタイトルを旅行記としましたので、ざっ
とした旅行の内容はビデオを作りましたので、先にそち
らを見て下さい。

どうして、このような長距離ドライブの旅行になってし
まったかと言いますと、先に関空からパリまでの切符を
買っていました。

リヒテンシュタインに友人一家が住んでいるので、ここ
には絶対に行こうと決めていました。

そこに子供がランボルギーニの会社が見たいという事
で、ボローニャにも行く事に決めました。パリ、リヒテン
シュタイン、ボローニャを大きな荷物と子供を連れて移
動する事を考えると、レンタカーが一番便利だという結
論に至りました。

旅先の中で今回はリヒテンシュタインにスポットを当て
てご紹介したいと思います。

リヒテンシュタインはスイスとオーストリアに挟まれた非
常に小さな国です。

基本データとしまして、面積は160k㎡、人口約37,000
人、大きさは南北24.6km、東西12.4km、市町村の数は
11で首都はファドゥーツです。言語は公用語標準ドイツ
語。気候は穏やかで夏は20～28度、冬は－10～10度。
地形は採点地点：430m、最高地点2,599m。通貨はス
イスフラン、原則としてユーロでの支払いも可。国の経
済的な特徴としまして、企業家精神が報われるリベラル
で企業家に優しい。リヒテンシュタインでは4,000を超
える企業が活動中。穏健な事業税とシンプルな税制を
採用。

リヒテンシュタインは立憲君主制で、君主はハンス・アダ
ム二世候。ファドゥーツの町にそびえる山の上にファ
ドゥーツ城があり、どこからでも見えます。

そのお城は1938年以降、侯爵家の住まいとなっている
ため、内部の見学はできません。

リヒテンシュタイン侯爵家はヨーロッパでも最古の歴史
を誇る貴族に数えられますが、ヨーロッパで成功をおさ
めた実業家としても有名です。一説ではヨーロッパの王

族で一番お金持ちと言われています。侯爵家の芸術コ
レクションは個人コレクションとしては世界有数です。

ハンス・アダム二世候は2004年8月15日に候位継承者
のアロイスにご自分の代理人に指定され、当地の任務
を譲られました。

リヒテンシュタインの観光スポットは美術館、国土博物
館、郵政・切手博物館、リヒテンシュタインの宝蔵、宮廷
ワイナリー、ミッテルドルフとオーバードルフの散策など
が挙げられます。

散策以外は1日で十分回れます。中心街に1日、散策に1
日と二日あればリヒテンシュタインの観光ができます。

宮廷ワイナリーでは隣接したブドウ畑から採れたブドウ
から作られたワインの販売をしています。試飲も出来ま
す。生産量が非常に少ないので国外に輸出されていま
せん。お土産に買って来たかったのですが、先にシャン
パンを買い込んでしまっていたので、今回は諦めました。
次回、購入してきます。

さて、リヒテンシュタインには2日間滞在致しました。

1日目は建国記念日のお祭りがファドゥーツで行われて
いたので友人一家と街を散策しました。

皇太子ご夫妻を発見したので、写真を一緒に撮って頂く
ようにお願いしたところ、とても気さくに応じて下さいま
した。他の観光客の方々にも気軽に対応されていました。

さて、二日目はロータリークラブの例会に出席してきま
した。会場に入ると、受付はなく、皆さん、白ワイン片手
に立ち話をされていました。

ご挨拶すると、英語でフローリアンさんが白ワインを勧
めて下さり、本日のメニューの説明をしてくれました。そ
の日はスープ、カレーライス、チーズケーキでした。

この日は祭日の翌日という事で、報告や発表もなく、食
事会なので、気楽にして下さいという事でした。そして、
私の友人が美術館で勤めているのですが、友人の上司
に当たる館長のライナーさんもいらっしゃいました。

会長さんは厳格な雰囲気の方で物静かな方でした。

そして驚いたことに日本語がとても上手なダニエルさん
がいらっしゃいました。

プライベートバンクの役員さんだそうです。日本に通算7
年間、お仕事で住まれていたそうです。左に英語のフ
ローリアンさん、右側に日本語のダニエルさんが座って
下さったので、とても楽しく過ごす事ができました。優し
いご配慮を頂き、感激しました。

ビジターフィーのお支払いを尋ねると、明日、フローリア
ンさんが誕生日なので、彼が全部払うから気にしないで、
と言われました。フローリアンさんも笑顔で否定もされ
なかったので、嘘か本当かわからないまま、ご馳走に
なってしまいました。

2016夏休み旅行記

坂本 恵 会員



井戸本会員と、辻義光会員がR財団「ポールハリス
フェロー」（10万円以上達成）の表彰を受けました。

Congratulations!

当クラブのポリオのような募金箱が設置してありましたの
で、そこに食事代に見合うと思われる金額を寄付してき
ました。その募金はカンボジアの土地のためという説明
しか理解できなかったので、地雷除去とか想像しました。

リヒテンシュタインには二つのクラブがあり、私が行か
せて頂いたクラブの方が歴史的に古いそうでメンバー
は68名だそうです。当日は30名ほどいらっしゃいました。

例会は毎週火曜日の12：15～だそうです。

会場は小さいながらも1380年築という大変歴史的なホ
テル ガストフ ローウェンです。すぐ近くに宮廷ワイナ
リーと中心街があります。

そして余談になりますが、お土産にはサロンドロワイヤ

本日のメニュー

小鉢二種　魚の南蛮漬けと雲丹豆腐

造　り 鯛ライムはさみ造り
 鮪たたき磯部巻き

焼　物 鰆のけんちん焼
 染め卸し　茄子煮浸し

冷　鉢 すだち茶そば

食　事 穴子と〆鯖のバッテラ寿司

止　椀 赤出汁

ルの抹茶ピーカンナッツをお持ちしました。最初は羊羹
や最中を考えていたのですが、ネットで調べたところ、
西洋人はあの、フニャっとした口当たりが苦手な方が多
いそうです。ネットで抹茶味のチョコが大変好評だった
という記事にならい、お土産を決めました。

是非、皆さん、スイスやオーストリアに旅行される際は、
少し足をのばして、リヒテンシュタインに訪れてみて下さ
い。そして、大阪市内で運転に慣れていたら、車も少なく
快適なドライブができますので、レンタカーの旅もして
みて下さい。私はグーグルマップの日本語の案内のお
蔭で道に迷う事はありませんでした。

本日は御清聴を有難うございました。

皆さんこんにちは！

皆さんのお盆休みはのんびりで過ごしましたか？

私は井本さんのお実家に行って、井本さんのご両親とお
家族とお墓にまいたり、流しそうめんと自家採種の野菜
をBBQしたり、楽しく過ごししました。すごくいい家族で
す。井本さんありがとうございます！

この間も睡眠学会に行って、光の環境と睡眠の関係の
テーマでした。初めて朝方運動するの方は夕方運動す
るの方が睡眠に良いの知りました。しかも、夕方の時外
で光に浴びるのも夜の睡眠に役に立ちます。皆さんもぜ
ひ試してください。

でも実は昨日研究と協力しているの会社と一緒に特許
の会議しまして、商社の暗い面にはちょっとびくりしまし
た。落ち込んでた時、聖書の一つちょうど出てきました。

“10：ヨハネによる福音書／ 10章 10節

盗人が来るのは、盗んだり、屠ったり、滅ぼしたりするた
めにほかならない。わたしが来たのは、羊が命を受ける
ため、しかも豊かに受けるためである。”

皆さんはる時、必ずもっと大きいな困難を乗り越えまし
た。その強いなmental strengthを尊重しています。On 
the way of becoming a mature individual, I think we 
have to keep asking ourselves, "What is the vision of 
your work?" I really hope whenever I am being 
asked about this question, I am able to place 
children and human's health above anything else. 

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）



ニコニコBOX

村橋：大阪大手前RCの皆様、ようこそお越しください
ました。
坂本さん、卓話楽しみです。

嶽下：坂本さん、卓話楽しみです。ニコニコ
井戸本：9月です。ニコニコ
杉村：本日もよろしくお願いします。坂本さん、初卓話

楽しみです。
西田：ようやく暑さが和らぎましたね。ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
山本：大手前の岡本会長、木村先生はじめ多くのメン

バーの皆様をお迎えして。ニコニコ
高島：朝晩少し涼しくなり、ニコニコ
金森：無事70歳代を歩みだします。
小林：残暑厳しき折、体調管理に気をつけましょう。
下岡：ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
村上：坂本さん、卓話楽しみです。
檜皮：大阪大手前RCの皆様、ようこそお越しください

ました。祝賀会有難うございます。
木村（眞）：ニコニコ
戸田：大阪大手前RCの皆様、ようこそお越しください

ました。
9月7日いつもの「ホンマでっか」に出演します。

栗山：大阪大手前RCの皆様、ようこそお越し下さいま
した。

坂本：卓話、緊張して眠れませんでした。
米倉：坂本さんの卓話、楽しいにしています。
大阪北RC  廣田 元孝様：

8月8日卓話者として、高島パストガバナーにお
越しいただきました。有難うございました。
また例会後のクラブフォーラムにもご指導いた
だき、併せて厚く御礼申し上げます。

大阪大手前RC  佐々木 宏様：
皆様、先日の私の祝賀会におきましては、大変
お世話になりました。

　　岡本 雄介様：
先日の佐々木会員の祝賀会では、大変お世話
になりました。

　　木村 節三様：
栗山先生、戸田先生、先日は大変お世話になり
ました。

　　山本 依津子様：
栗山先生、戸田先生お世話になり有難うござい
ました。

　　小松 英宣様：ニコニコ
　　村上 五百子様：ニコニコ
　　小林 アツ子様：ニコニコ

本日合計 : ￥91,000
累　計 : ￥527,000
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 8名
名誉会員数 7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 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
8月4日の修正出席率 96.77 %

●メイクアップ
小林 俊明   7 月28日 直前会長・幹事慰労会
村上 俊二   7 月28日 直前会長・幹事慰労会
岡本 啓吾   7 月28日 直前会長・幹事慰労会

●本日のビジター
大阪北RC 廣田 元孝 様
大阪大手前RC 岡本 雄介 様
 佐々木 宏 様
 木村 節三 様
 小松 英宣 様
 山本 依津子 様
 小林 アツ子 様
 村上 五百子 様

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

▲お誕生日のお祝い：左より坂本 恵会員・高島 凱夫会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・村橋 義晃会長


