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1.真実かどうか
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2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1841回例会 令和 4 年 3 月28日
今週の歌 「我等の生業」
卓
話 「私の人生
（今まで歩んできた事を伝えます）
」
田中 慶一 パスト会長

第1842回例会 令和 4 年 4 月 4 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「河川美化月間
「神崎川の再生を目指して」」
神崎川畔企業連絡会
事務局長 橋本 徹也 パスト会長

前回の記録
会長挨拶

杦本会長

店が登場したとき、人々は熱狂しました。寒空の下、
何千人もの人々が、ビックマックのために何時間も列
に並んでいたのです。
このロシアの首都の店舗は、オープン初日の最多動
員数、 3 万人を記録しました。あまりにも沢山の人が
集まったため、騒動の鎮圧のため、警察官まで動員す
る騒ぎとなった程です。
ソ連のマクドナルドで働くことは簡単ではなく、
オープニングスタッフには、ソ連時代の若者のなかで
も限られた超一流、つまり、名門大学に通っていて、

今日は、マクドナルドのお話をしたいと思います。
マクドナルドといっても、ロシアのマクドナルドのお
話です。
ロシアのウクライナ侵攻を受けて、ロシア国内の全
店舗の一時閉鎖を決めたマクドナルドが、昨日13日、

外国語が話せて、きめ細かいサービス精神をもった学
生のみが選ばれました。これは、冷たく、高慢で、笑
顔をみせない、従来までのソ連式のサービスとは明ら
かに一線を画していたそうです。スタッフは、カナダ
で1,000時間研修を受けました。ソ連時代の人々は、
失礼で粗野（そや）なサービスに慣れてしまっていた

最後の営業日を迎えました。朝から多くの人が訪れ、

ので、店員の、丁寧で太陽のような笑顔にショックを

「食べ納め」を惜しんで、テーブルクロスや花を用意

受けてしまったそうです。当時の人々はかなり限られ

し、ハンバーガーと一緒にワインを楽しむ客の姿も見

たものしか食べていなかったので、西洋諸国の食生活

られました。マクドナルドの店舗はロシアに850以上

との違いに驚き、人々はマクドナルドの使い捨て容器

あり、関係企業を含めると、およそ10万人の従業員が

をお土産として家に持ち帰ったり、使い回したりする

います。

程でした。

1990年 1 月、ソ連のモスクワにマクドナルド第 1 号

ロシア 1 号店のこの長い列は、その後数年続き、

1993年にマクドナルド 2 号店が出来た時、オープニン

⃝ポールハリスフェロー（PHF）＋ 2 <$3,000～>

グセレモニーには当時の大統領ボリス・エリツィンも
出席したほどです。

襟ピン
（サファイア 2 粒）
 伊藤


現在のロシアでは、国内から撤退しようとする外国

襟ピン

塚脇

洋 会員

3 ．先週お伝えしました春のRYLAセミナーのご案内

の後株式をオークションで売却することを検討してい
ると、発表がありました。

大吾 会員

⃝ポールハリスフェロー（PHF）<$1,000～>

企業を国有化する動きがあります。25%以上が外国資
本の企業が撤退した企業を一時的に管理下に置き、そ

清水

泰充 会長エレクト

をBOXに入れました。
4 ． 3 月18日の金曜日は久田さんが所用のため、事務

このままでは、2022年 6 月頃に、債務不履行とな
り、国家が破綻すると言われています。

局が午前中、お休みです。ご注意下さい。
5 ．来週 3 月21日は春分の日のため休会ですので、お

モスクワ市内では13日、抗議デモで、これまでに市

間違いの無いようよろしくお願い致します。

民の1,000人近くが拘束されました。

出席報告

今後の国際社会とロシア国民の動向を注意深く見て
いくことが必要だと思います。

●会

ゲスト紹介 親睦活動委員会 福原委員長
本日のお客様は、緑地スポーツプラザカリスタ㈱より
代表取締役

小山

インストラクター

●来

客

本田委員長

42名
34名（内Web出席
2名

5 名）

本日の出席率

91.89％

●※コロナ禍によるメーキャップ規定により 2 月28日
の出席率は100％

佳奈 様

親睦活動委員会

にお越しいただいております。
本日の卓話よろしくお願いします。

幹事報告

数

出席会員数

博司 様
若尾

員

出席委員会

福原委員長

4 月11日春の家族会を、ここ、新大阪江坂東急REI

木下幹事

ホテルにて行います。
来週はお休みなので、再来週の例会時に出欠を取り
ます。
よろしくお願いします。

ロータリー財団委員会

仁科委員長

本日は、ポリオプラス 9 万円（775.86ドル）を木下
幹事より、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。

地区国際奉仕委員会

坂本委員

1 ． 3 月に結婚記念日をお迎えになられる会員様にお

地区の国際奉仕活動として行われた「国際奉仕プロ

祝いのお花をお送り致しました。おめでとう御座い

ジェクト」に対し、当クラブより拠出した50,000円

ます。

は、以下の事業に振り分け使用させていただきます。

2 ．ロータリー財団より年次基金に対する寄付への認

プロジェクト①：アフリカ・コンゴ民主共和国への物
品支援

証状と襟ピンが届いておりますので感謝と共にその
贈呈式を行います。



（ホストクラブ・大阪堂島RC）1,575,000円

プロジェクト②：大阪日本語教育センター留学生への

100歳まで動ける身体を提供したい」
このような取り組みや信念をもち、地域の方々との

食費支援
 （ホストクラブ・大阪リバーサイドRC）1,125,000円

繋がりや健康増進を第一に考えながら、地域になくて

の合計2,700,000円です。

はならない総合フィットネスクラブとして、社会に貢

3 月初旬より両プロジェクトを進めています。

献できるよう今後も頑張っていく所存です。

引き続き、ご協力をお願いします。
緑地スポーツクラブ株式会社KALiSTA

次年度幹事報告

橋本
（芳）
次年度幹事

次年度の組織表が出来ました。広報誌に載せてあり
ますので、宜しくお願い致します。

青少年奉仕委員会

紙谷副委員長

REIホテルにて開催されます。

FAX 06－6330－6009
小山

博司

メールアドレス：koyama@kalista.co.jp
HP：kalista.co.jp

◇インストラクター講師プロフィール

ご参加宜しくお願いします。

●杦本会長

電 話 06－6330－5000

代表取締役

炉辺談話が、 3 月25日
（金）
18時～新大阪江坂東急

ニコニコ箱

〒565-0851 吹田市千里山西 4 －37－ 5

若尾佳奈。インストラクター名

島倉副SAA

結婚記念日のお祝いありがとうございま

す。
●本田会員

小山様卓話宜しく、お久しぶり。

●西村会員

ウクライナの平和を祈って。

KANA。

出身は大阪府豊中市。
アパレル専門学校卒業後スタイリストとして勤務。
顧客様に洋服を提供するという仕事をしていく中で
その方を最大に美しく魅せたいと、エステの国際資格
を取得しボディーマッサージ、フェイシャルエステを
施術する業務に転職しました。
そこで更に気づいた事は外からだけではなく「中か

本日のニコニコ箱

10,000円

累計のニコニコ箱

876,000円

それから色んな健康に携わる事を学びましたがやは

累計のニコニコB

11,000円

り人間は健康に生きていく上で運動は必要不可欠であ

ら健康的に美しくなってほしい」でした。

ると感じヨガを学び始めピラティス、解剖学を学び現

卓

話

その場で出来るストレッチ



緑地スポーツクラブカリスタ㈱
代表取締役 小山 博司 様
インストラクター 若尾 佳奈 様

◇弊社紹介文

在はパーソナルトレーナー、ヨガ、ピラティスインス
トラクターとして各方面のスタジオを回ってレッスン
をしております。
近年では心理学、脳科学も学びながら、これから先
もたくさんの人々の笑顔を創っていける人であり続け
たいと考えます。

緑地スポーツクラブ株式会社カリスタは千里山の地
に総合フィットネスクラブとして平成元年に開業し今

CIDESCOエステティック国際資格。

年で33年目になります。

ヨガ国際資格RYT200

地元千里山に根差した地域密着型のスポーツクラブ
です。
「お子様には才能を伸ばす空間を、大人の方は

FTPマットピラティス
パーソナルトレーナーアドバンス等取得

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

大空に見えぬ道あり鳥帰る

汀子逝く梅の香りに包まれて

澄む空を編隊飛行鳥帰る

山牛

美加代

ときよし

まさお

三月度俳句同好会︵第四一四回︶
兼題﹁鳥帰る・猫柳﹂

銀鼠の綺羅を川辺に猫柳

次回 四月度句会
兼題﹁桜
︵花︶
・亀鳴く﹂

ストレッチ風景

ポールハリスフェロー＋ 2 贈呈
佳奈 様
博司 様・若尾
小山

ポールハリスフェロー贈呈

