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先週の例会報告 

･三世代クラブ合同例会（12：30～14：00） 

(於：インターコンチネンタル大阪) 

先週の土曜日、国立文楽劇場で国際ロータリー

クラブ直前会長・田中作次氏(写真①)の特別講演

会(後援は大阪フレンド RC)を聞く機会がありま

したので、長谷幹事と出席してまいりました。演

題は『ロータリーの奉仕活動』でした。｢世界中の

人々が自分自身のできる奉仕活動を通じて、人々

との奉仕の輪を広げてゆくことが、必ず世界の平

和につながるものと私は確信しております。｣と、

また｢子供のころからの早食いの特技は、いつも会

長挨拶が待っているロータリーでも役立った。｣

おっしゃってました。 
10/8~10/9 は社会奉仕・職業奉仕・3.11 特別委

員会の合同事業である、｢東日本大震災被災地訪

問｣事業で、11 名のメンバーで、相馬 RC を訪ね

ました。丁度同じ日に小田原北 RC からも同数の

11 名のメンバーさんが来られて、大橋廣治地区直

前ガバナーも加え、盛大な例会になりました(集合

写真②) 。また山本博史直前会長からの申し送り

事項につきましても、10 月末に福島コシヒカリ試

食会をするなど、具体的に進めてゆく約束をして

まいりました。例会では皆さんと記念写真を撮り、

次に市役所訪問をしました。相馬市長・立谷秀清

氏と 2 時間にわたる面談をしてまいりました。バ

イタリティーのある市長さんで、いろんなお話を

されましたが、｢子供たちは震災のことは大人が感

じる 10 倍昔の出来事ととらえ、明るく未来にむ

かっている・・・。｣このフレーズは妙に心に残り

ました。塩釜に一泊し、11 日は、中野会員のお世

話で、石巻でボランティア活動をされているチャ

ドさんを訪ね、実際手作りで公園やスポーツ施設、

さらに震災ジュエリー工房も見学できました。 
相馬も塩釜も石巻も松島も瑞巌寺も心に残る訪

問事業となりました。お魚も大変美味しかったで

す。 
これからも末長く、色々な形で被災地の支援を

して行きましょう。佐々木、岡本委員長はじめ各

委員会の皆さん本当にご苦労様でした。 
 
 
 
 
 

 
田中作次氏①           相馬 RC 集合写真② 

･ソング  ♪｢日も風も星も｣♪ 
･指名委員会（11：00～ ） 
･米山奨学委員会担当卓話 
｢米山奨学について｣ 

多田 秀觀委員長 
･11 月度定例理事会（13：40～ ） 
･ピアノ ランゲ「のばら」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 10 月 17 日 第 1468 回例会 
職業奉仕月間・米山月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次週(10 月 25 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



朝槻・・・｢まほうつかい｣の本は再版になりまし

た。めでたい、めでたい。かよわき人

の胸に届いたら、マザーテレサの役目

が果せてニコニコです！！ 
金髙・・・岡本委員長、佐々木さん、運転その他ご

苦労様でした。 
小林・・・大阪とは違ってお天気に恵まれた東北

行きでした。皆様おつかれ様でした。

相馬市長のお話しも有意義でした、お

世話下さいました方々ありがとうござ

いました。 
前田・・・女性会員の皆さまへお知らせ。10 月

13 日(日)高級エステ“ゲラン”が地下

アーケードに開店いたします。(今日は

内覧会です。) 
松葉・・・連続欠席のおわび。 
中村(匡)・竹森さん、卓話楽しみです。東日本社

会奉仕ご苦労様でした。 
岡田・・・連続欠席のお詫び。 
岡本・・・東北事業ご参加の皆様ありがとうござ

いました。楽しかったです。 

１．次週例会は 3 クラブ合同例会となります。17
日(木)12：30～14：00、インターコンチネン

タルホテル大阪ですので、お間違えの無いよ

う、多数のご参加をお待ちしております。 
２．クールビズは 9 月末までで終了しております

ので、ネクタイ・上着の着用をよろしくお願

い致します。 
３．週報原稿は、15 日(火)厳守でお願いします。 

陳瑋文 
10 月 6 日(日曜日)に、米山奨

学会に招待されて、日本に来て

以来、初めて宝塚歌劇を見に行

きました。私の日本語は勉強不

足なので、ある舞台の話や台詞

を理解できなかったです。とは

いえ、このストーリーや舞台の

― 米山奨学生報告 ― 

魅力に感動させられました。 
今回のストーリーは｢風と共に去りぬ｣です。実

は、中学校のときに、このストーリーの本を読ん

で、とても印象が残りました。現在、歌劇を見る

と、舞台の効果や迫力で、心の響きはより大きく

なりました。 
このストーリーを通じ、｢愛｣と｢戦争｣との意味

は少し理解できたように感じました。｢愛｣とは、

いろいろな形があります。そのうち、愛し合う人々

は一緒にいられることは一番幸せです。それに対

して、相手のために、自分を犠牲して、相手を幸

せさせることもとても偉い愛情のではないかと思

います。 
また、｢戦争｣というものは、｢苦しい｣と｢悲しい｣

をしかもたらさないと思います。現在でも、この

世の中、戦争が行うことによって、苦しむ生活を

送っている人々がいます。もし、政府間の機構ほ

か、非政府組織や民間組織を通じ、戦争や苦痛を

減らし、人々につなげていけば、とてもよいです。

最後に、皆さんが幸せに過ごしますように。 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

理事会を経て延期となりました一泊二日の親睦

家族旅行に代えて 11 月 30 日(土)に伊勢神宮への

日帰り家族会を企画いたしました。皆様にはポス

ティング資料をご覧いただき期日までに出欠回答

を提出いただきますようご案内いたします。多数

のご参加をお待ちしております。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

12 月 8 日に尼崎学園に向けた事業を行います。

場所は阪急池田駅近くの｢インスタントラーメン

発明記念館｣です。沢山の方に御尽力頂き予約を取

りました。メンバー9 名の参加が必要です。御協

力お願い致します。 

大蔭・・・東日本視察事業団の皆様、大変ご苦労

様でした。北村サン、会員研修会あり

がとうございました。 
大本・・・米山奨学生陳さんようこそ！相馬訪問の

皆様、御苦労様です！竹森さん、卓話ワ

クワク！ 
佐々木・・東北視察旅行参加者の皆様おつかれ様で

した。相馬はあんなところです。 
曽我部・・相馬訪問団の皆様、御苦労様です。 
竹森・・・本日、卓話宜しくお願い致します。 
辻村・・・3 週連続欠席のおわび。 
山本(依)・先日は相馬行きでご一緒いたしました

会員の皆様、お世話になりありがとう

ございました。良き思い出となりまし

た。 

 

＜合計 ￥45,000 -  累計 ￥675,500 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

10 月 25 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   4名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席 11 名 
<10 月 11 日の出席率 67.65％> 

Make up を含む 9/20 の出席率 84.38％ 

社会奉仕委員長 岡本 雄介 
相馬市長との面談の後、塩釜へ向かった。相馬

市をあとにし、途中の高速道路から見た風景はほ

とんど震災の影響を見ることができない。 
その夜は塩釜で

マグロをはじめ、お

いしい魚をいただ

いた。 
 翌日(10 月 9 日)
は石巻市にお住い

― 東日本視察事業報告その 2 ― 

の中野会員の友人チャド ハドルストンさん宅に

お伺いした。彼はボランティアを行う為、東大阪

から家族で移り住んだ｢BE ONE 東北支援｣代表

である。途中松島の海岸線を走ったが、松島はほ

とんど被害がないようだった。多くの島々が津波

を遮ったと聞く。 
 チャドさんのご自宅にお伺いすると、地元でい

っしょにボランティアをされている皆さんが歓迎

してくれた。震災直後にこの地に来られ、最初は

家の掃除・片づけを住民の方々といっしょにされ

たが、東大阪から頻繁に来るのは大変なので、家

族ごと引っ越しされたのだという。今住んでおら

れる家は当時老夫婦がお住まいだったが、また津

波が来たら心配だということで親戚の家に移られ

たので、そこを借り受けられた。その家の柱にも

くっきりと津波のラインが残っていた。 
 当時のボランティアの仕事から一歩進んで、今

は町の公園の整備や子供たちの遊び場を自前で作

り、提供したりされている。公園は仮設住宅など

で使えなくなっており、子供たちの遊び場を作る

ことが急務と思われたとのことだ。町の住民がみ

んなで考え、みんなで作った公園だ。すばらしい！ 
『公園に建てられた看板』 

2011.3.11 
あの日の気持ちを忘れないように 

みんなでがんばって公園をつくりました。 
くじけそうになったり 

投げ出したくなったりしたけど 
あきらめませんでした。 

今までになかった、本当の絆というものを 
感じることができました。 

この公園は 
未来に向かって歩みだす私達の 

力強い大きな一歩です。 
この地のために 
支援に来てくれた 

思いを寄せてくれた全ての方々へ。 
“ありがとう” 

 そのあと子供や家族を亡くされた女性の働いて

おられる場所に案内いただいた。｢NOZOMI 
PROJECT｣というプロジェクトで、津波で被害を

受けられた石巻市の女性に希望を持ってもらいた

い、という願いから立ち上げられた。 
津波の跡に残された陶器のかけらや、震災により

やむを得ず手放すことになった食器を用いてオリ

ジナルアクセサリーなどを作成している。陶器の

かけらが美しい宝石に変えられていくように、

人々の人生も尊厳と美しさに溢れて新たに生まれ

変わっていく～そんなプロジェクト。 
最初はほとんど

会話ができなかっ

た子供を亡くした

若いお母さんが、そ

こで仲間とコミュ

ニケーションをは

かることによって

だんだんと明るくなっていく…そんなすばらしい

場所だ。 
 石巻市をあとにし、石巻市でロータリアンが経

営するかまぼこ屋さんに立ち寄った。それぞれお

土産を買い、一路松島へ。松島で遅い昼食の後、

台風がきているということで、早めに仙台空港に

向かった。 
今回初日はロータリークラブ、相馬市長との面談

という少し大きな視野でみた復興等のお話を聞き、

2 日目は地元で本当に住民の為に細かい活動をされ

ているボランティアの方々に会うことができた。非

常に意義のある視察だったと思う。これから我がク

ラブの東日本支援事業の方向、またボランティアに

対する考え方など得るものが多々あった。 

 



― 先週の卓話 ― 

｢釣りとの関わり第 2 章｣ 
竹森 敏麿 

みなさん、余暇をどのように過ごされています

でしょうか？旅行・スポーツ・キャンプ・山登り・

映画鑑賞・etc.など様々な過ごし方があります。 
現在の余暇市場は約 70 兆円の規模になります。

そのうち、釣りの市場は約 3400 億円そして釣り

用品だけでは約 1800 億円になります。コンタク

トレンズの市場も約 1800 億円と同じ様な市場規

模になります。 
釣りをする人口は約 1000 万人、近年で一番人

口が多い時で 2000 万人でした。釣り方種類別の

比率は、磯・波止場・浜 46% 船釣 26% 鮎 10% 

ルアー6%になります。 
その他に釣りを大きく分ける事が出来ます。魚

種で大きく分けられます。海水域で生息する魚と

淡水域に生息する魚。釣り方でも大きく分けられ

ます。餌で釣る方法と疑似餌(ルアー)で釣る方法

です。鮎は特殊でおとり鮎に針を仕掛けて、縄張

りに導いて攻撃を促して、引っ掛けて釣る。と言

う方法です。 
今回は、ルアーについて詳しく説明を行います。 

ルアーと呼ばれる釣りのスタイルは、対象魚に対

して、どのような餌を捕食しているかを見極めて、

その餌をフェイクつまりイミテートした人工的に

作られた擬似餌で喰わせると言う釣り方です。 
トローリングの様な、クルーザーを走らせ魚群

の先頭に回り込みルアーを鼻先に泳がせ喰わせる

豪快な釣りもあれば、フライフィッシングの様に

水生昆虫などを模した小さな毛針を水面や水中に

漂わせて喰わせる釣り方や日本で古来からある釣

り方では、餌木(エギ)と言う木に装飾を施しエビ

に似せた物で｢イカ｣を釣る方法や鰹の一本釣りも

言えばルアーを使用した釣りになります。アメリ

カでは 1 億円の賞金を手にする事が出来るブラッ

クバスを対象に行われるトーナメントもあります。 
様々な形や色や動きをどのように魚に興味を持

たせ喰わせるかというゲーム的な要素もありカジ

ュアルで簡単・手軽に出来る事から、業界全体でも

ルアー市場を大きくしていく動きが常にあります。 
私の今後の夢は、枚方近郊の｢くろんど池｣近くに

エリアフィッシング(管理釣り場)を作る事です。レ

ストハウスとニジマスを釣るエリアとヘラブナを

釣るエリアを設けて、地域の活性化も含めて｢釣り｣

と言う物にこれからも関わって行きたいです。 
時間があまり、質問コーナーを取り入れ沢山の

方に質問を頂きとても助かりました。 
ありがとうございました。 

地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
◆第 1 回ホストファミリーランチ 
場所：シティホテル大阪 
日時：11：30～13：30 
・来日生のホストファミリー父兄に集まって頂き、

昼食をとりながら現在の状況をお聞きしまし

た。例年は色々な問題が挙がってくることが多

いのですが、本年はどの家庭も問題無く上手く

いっているようで安心しました。 
◆派遣候補生選考会 
場所：ガバナー事務所 
日時：14：00～16：30 
・本年度は 10 名の応募者が有り、本人・父兄・

クラブ関係者に参加頂き、それぞれ 15 分毎の

面接を行いました。男子 6 名女子 4 名と近年に

は無い多数の応募がありましたが、どの応募生

もしっかりしていて甲乙付けがたい子供達ばか

りで、有難い半面予算面の不安が出てきました。 
◆第 4 回青少年交換委員会 
場所：ガバナー事務所 
時間：16：30～18：00 
・直前に行われた派遣候補生選考会について、参

加者全員一致で合格と決まりました。あくまで

も候補生としての合格で、今後のオリエンテー

ションで問題が出た場合は合格取り消しも有り

得ます。交換相手先については、今まで実績の

ある 10 地区に対して、早速アプローチに入り

ます。 
・次年度の委員会構成について決定しました。 
・次回委員会及び第 1 回オリエンテーションにつ

いては、11 月 16 日(土)ガバナー事務所にて行い

ます。 

― 直近の行事予定 ― 

・10 月 17 日(木)  12：30～14：00 

三世代クラブ合同例会 

   (インターコンチネンタル大阪) 

・10 月 25 日(金)  11：00～ 

指名委員会 

・10 月 25 日(金)  13：40～ 

11 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・11 月 15 日(金)  13：40～ 

12 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・11 月 30 日(土)   

秋の親睦家族会 

   (伊勢神宮) 

 

 

 

 

     〈四つのテスト〉１．真実かどうか  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 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 


