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4つのテスト

●真実かどうか

第1716回例会

●みんなに公平か

平成30年12月3日

卓話
ナコンパノム訪問報告
国際奉仕 坂本 一成 理事

今週の歌
「君 が 代」
「奉仕の理想」

前回内容

会長挨拶

大藤会長

皆さん今晩は、ナコンパノムへの代表団の皆様、ご
無事に帰国されました事、お喜び申し上げます。
幹事からのSNSにて、現地でのセレモニーを拝見
し、子供たちの満面の笑みを見て、又、皆さんの子供
たちを見る笑顔を見て、奉仕活動の意義を今更に感じ
ました。本当の笑顔は、だれが見ても清々しいような
気がします。ナコンパノムとの末永い、友好クラブ活
動をと願ってやみません。
本日は、私の紹介によるオペラの卓話でございま
す。奥様のご参加もあり、本日は楽しいひと時を過ご
したいと存じます。尚、例会の発表のあと、入れ替え
に少し時間を要します事、ご了承いただきますよう、
お願い申し上げます。
さて、来月は年次総会がございます。今週中を目途
に、皆様に来季の役員候補のご通知を送らせていただ
きますので、宜しくお願い申し上げます。
本日は、奥様の入室等による時間もございますの
で、これで会長挨拶とさせていただきます。

ゲスト紹介
オペラ歌手
ピアノ演奏

星野
加藤

幹事報告

親睦活動委員会

仁科会員

隆子 様
英雄 様

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

30万1,370円が本来クラブの拠出する事業費であ
るところ、当初予算25万円との差額 5 万1,370円
が赤字となり「国際奉仕」科目から補填された。
承認。
〇ナコンパノムへの子供たちへのお土産としてのお
菓子代が 4 万90円である旨報告。承認。
〇福原新入会員の所属を親睦委員会とする旨、承
認。親睦委員長から例会出席時間などについてレ
クチャーすることとする。
〇次年度以降、江坂交番連絡協議会の行っている高
齢者保護のための反射シールの配布について、社
会奉仕事業として行いたい件、MU対象。承認。
4 ．ナコンパノムRCより「平成30年 7 月豪雨」義援
金10万円申し入れを当クラブが仮払分、現地で10
万円受け取りました。
5 ．週報の次回予告「平成30年12月 5 日」表記です
が、正しくは12月 3 日です。訂正をお願いします。

出席報告

出席委員会

●会 員 数 49名
出席会員数 42名
●来
客 3名
本日の出席率 93.33％
●11月12日の出席率（メーキャップ含む）100％

親睦活動委員会

清水（良）
副委員長

クリスマス家族会のご案内
平成30年12月22日（土）17：45例会、18：00パーティ
クリスマスプレゼントを各自 1 つお持ちください。
1,000円以上で上限はございません。
家族のプレゼントは必須ではございませんが、可能
であれば1,000円以上でお持ちください。

米山記念奨学会委員会

1 ．国際ロータリーよりロータリー財団寄付者の認証
品が届きましたので贈呈させていただきます。
PHF（ポールハリスフェロー）襟ピン+ 3 ：石﨑
会員
2 ．12月 7 日・ 8 日の地区大会ご案内と名札をお配り
しました。当日は、必ず名札をご持参下さい。
3 ．理事会報告
〇今年度ナコンパノムCWPの事業費及び手数料の
合計60万7,500円から地区補助金を控除した残金

長屋委員

本日、梶山会員より、特別寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

ロータリー財団委員会
榎原幹事

宮川委員

矢倉委員長

本日、梶山会員、山下会員より、特別寄付をいただ
きました。ご協力ありがとうございました。

疾病予防と治療月間

第1717回
卓話
年次総会

例会予告 平成30年12月10日

インスピレーションになろう
ナコンパノム訪問団

橋本徹也団長

12月 3 日の卓話で国際奉仕坂本理事から報告があり
ますが、11月20日から24日までタイ・ナコンパノムの
訪問団、 2 校のクリーンウォータープロジェクトのセ
レモニーに参加し、強行軍でしたが、10名全員無事
帰ってきたことを報告させて頂きます。
ナコンパノムロータリークラブから頂いたお土産を
テーブルに分けてありますので皆さん食べてくださ
い。多くありますのでお持ち帰りください。
これをもちまして、ナコンパナム訪問団の解団とい
たします。ありがとうございました。

ニコニコ箱

髙木副SAA

●大藤会長 星野先生、加藤先生今日は宜しくお願い
いたします。楽しみにしております。
●清水
（良）
会員 自宅を新築して、無事に引越しまし
た。益々仕事に精進したいと思います。
●石﨑会員 結婚記念日 お花のお礼。
●田中会員 欠席のお詫び。
●井伊会員 タイ訪問団の皆様大変ご苦労様でした。
●小林会員 訪問団無事帰国。
●木田会員 タイより無事戻りました。
●橋本
（幸）
会員 交通安全キャンペーンご協力ありが
とうございました。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

おは

第三百七十四回 平成三十年十一月二十六日
兼題﹁初時雨・七五三﹂

山牛

ぬし

初時雨主の在さぬ京都御所

隆子 様（オペラ歌手）

ときよし

星野

大阪音楽大学学部声楽科卒業、大阪音楽大学学部専
攻科声楽科修了。大阪音楽大学大学院オペラ科修士。
オペラの舞台を中心に活動を始める。
イタリアでも珍しいメッツォ ソプラノリリコとし
て表現力豊かな歌唱力と、魅力的な容姿で多くのオペ

北山の杉濡らしたる初時雨

オペラの夕べ

みかよ

話

初時雨ゆるりと猫の過ぎゆけり

卓

会員夫人
澤井会員夫人
佐藤会員夫人
梶山会員夫人

まさお

員
本田会員
尾家会員
木田会員
近藤会員

英雄 様（ピアノ演奏）

千歳飴ねだりて止まる小さき下駄

会

12月

加藤

大阪音楽大学音楽専攻科修了、同大学卒業演奏会出
演。第12回西宮市新人演奏会出演。第 8 回全日本彩明
ムジカ・コンソルソ最高位受賞。ブルガリア・プレ
ヴェンにて現地オーケストラと共演。
モスクワ音楽院にてマスタークラスを修了。
第11回大阪国際コンクールピアノ部門第 3 位受賞。
イタリアのミラノ、カーサ・デ・ヴェルディにて行
われた日伊交流コンサートにて演奏し好評を博す。
びわ湖ホール・オペラへの招待シリーズ「ドン・キ
ホーテ」
「連隊の娘」
「不思議の国のアリス」などでピア
ニストを務め高い評価を得る。宮脇貴司、ダグ・ア
シャッツ各氏に師事。
兵庫芸文小ホールで第九合唱を毎年主宰し、好評を
博す。ピアノ独奏、伴奏のみならず明るく楽しい合唱
指導も行い、地域密着型で自らトークや笑いを交えた
コンサートを開催している。

次回 十二月三日
兼題﹁当季雑詠﹂

お誕生日のお祝い

38,000円
620,000円
5,500円

ラファンを魅了している。
CDは、イタリア古典歌曲集Ⅰ巻/Ⅱ巻、忘れられた
お月さん/男同士の約束（黒猫のタンゴ イタリア語
ヴァージョン）、阪神タイガース新応援歌（株式会社
阪神タイガース公認）、さとうきび畑をリリース。各
CDはそれぞれラジオ番組や新聞テレビなどで取り上
げられる。音楽教室の吹田スペース、福島スペースで
は「歌をうたう会」も行っている。ヴォイストレーニ
ングには、プレ・ヴォーカリーゼ（発声に必要な身体
の体操）も取り入れている。毎月 2 回ホテルプラザ
オーサカで「愉しいTAKAKOの歌のお部屋」カル
チャースクールを開催している。ミュージックスペー
スポポロ（piazza del popolo）
ユニバーサルアートミュージック株式会社 代表取
締役社長

