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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は、例会に交換留学生のマルユッカさんを

お迎えしております。マルユッカさん、ようこそ

いらっしゃいました。後ほど近況報告をして頂き

ます。 

また、例会終了後、夕刻より親睦活動委員会が

開催される予定で、私も幹事も出席させていただ

きます。クリスマス家族会や親睦旅行等について

打合せをされるそうですが、松浦委員長よろしく

お願い致します。 

さて、26 歳の現役北大生がイスラム過激派の

｢イスラム国｣に参加しシリアの戦闘に加わろうと

したとして、私戦予備、ほう助という聞きなれな

い犯罪の嫌疑で摘発されました。就職活動がうま

くいかなかった等の理由で出国を企てたそうで

す。血や硝煙の臭いが全くしない戦闘ゲームのな

かで育った若者が、就職の失敗等を契機として外

交問題にまで発展しかねない行為に容易に走ると

いうことに深刻さを感じます。健全な青少年の育

成を掲げる RC としても、このような事態を防ぐ

ために、若者に平和の価値と意義を伝えていく必

要があると思います。 

 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   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席 10名 

<10 月 10 日の出席率 70.59％>  

Make up を含む 9/19 の出席率 93.33％ 

1．配布物 

①ロータリー米山記念奨学金事業豆辞典 2014‐

15年度版 

②1‐3月迄のプログラム予定表 

③17日来週開催の定例理事会の案内 

2．18日土曜日 インターシティミーティング開催。

会場はコングレコンベンションセンター。グラ

ンフロント大阪北館 B2 

12:30〜登録・受付開始 

13:00～開会 

13:30～竹田恒泰さんの基調講演 

10分の休憩挟んで 

15:40～IM6組の 11クラブの活動事例発表 

16:30〜17:00閉会式です。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    
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2014 年 10 月 17 日 第 1515 回例会 
職業奉仕月間・米山月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((10101010 月月月月 24242424 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢またまた、釣りのお話。第またまた、釣りのお話。第またまた、釣りのお話。第またまた、釣りのお話。第 3333 弾弾弾弾｣｣｣｣    

竹森竹森竹森竹森    敏麿会員敏麿会員敏麿会員敏麿会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    リヒナーリヒナーリヒナーリヒナー「「「「勿忘草勿忘草勿忘草勿忘草」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホホホホァンァンァンァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢赤とんぼ｣赤とんぼ｣赤とんぼ｣赤とんぼ｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ラブレターのいろいろラブレターのいろいろラブレターのいろいろラブレターのいろいろ｣｣｣｣    

曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫会員律夫会員律夫会員律夫会員    

････11111111 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ワイマン「森のこだまワイマン「森のこだまワイマン「森のこだまワイマン「森のこだま」」」」    



福井・・・台風の前に暖かさ。 

金髙・・・本日、親睦活動委員会参加させて頂き

ます。よろしくお願いします。マルユ

ッカさん、ようこそいらっしゃいまし

た。 

大本・・・多田さん、卓話よろしくお願いします。

マルユッカさんようこそ！第一回 CLP

委員会御出席のみなさまありがとうご

ざいました。岡本さんありがとうござい

ました。 

米山奨学委員会担当卓話米山奨学委員会担当卓話米山奨学委員会担当卓話米山奨学委員会担当卓話    

｢｢｢｢米山奨学委員長として米山奨学委員長として米山奨学委員長として米山奨学委員長として｣｣｣｣    

委員長委員長委員長委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

今月は米山月間ですが、今回は今までになかっ

た DVDを紹介しました。 

アフリカのスーダンから来た奨学生が自分のハ

ンディキャップを克服し、祖国の視力障碍者の為

に日本で協力者を募り、スーダンでの視力障碍者

の教育を少しずつ実現してゆく話でした。彼は決

して焦らず、視力が乏しければ文字を学習できな

い同朋の為に日本の協力者(国立市のロータリア

ン)と伴にスーダンにはなかった｢点字プリンタ

ー｣を導入し、視力障碍者が本を読めるように力を

注ぎ、最近では『ブラインドサッカー』の普及も

図っています。これらは視力障碍者たちに知識と

社会の情報を伝えるとともに、スポーツの楽しさ

をも味わえる場を提供した偉大な影の功労者と言

えます。何かロータリアンの模範を見せてもらっ

たと感じました。寄贈者の名前を大きく記した設

備や装備を寄付し、｢私のお蔭であなたは便利にな

っている(楽しめている)のですよ｣と言わんばか

りのものをよく見かけますが、今回の DVD はこ

れからの活動の行方を示しているような気がした

のは私だけだったのでしょうか。彼は語ります『背

伸びをせず、身の丈に合った活動をすることで社

会に貢献できるように努力しています』このよう

な人材を育てることこそ米山奨学制度の心髄では

ないかと感じました。 

ベトナムからきて大阪大学で勉強した秀才 グ

エン・カン・コック君は私たちのクラブで応援し

『卒業したら祖国で汚れた水を浄化する事業をし

たい』と言っていましたが、今はハノイで養鶏業

をして良質の卵を生産し『ホテル日航』などに納

品していると聞きました。ハノイとホーチミンで

は米山の学友が集まり会合が持たれていますが、

社会主義政権のもとでは学友会の設立が困難な様

子が見えるそうです。今後も応援をお願いします

との地区米山委員会からの連絡でした。 

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

――――    青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告    ――――    

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    
 
外国語を勉強したら一番

難しいのはなんでしょう

か？私にとって、それは単語

を覚えることです。しかし、

留学したらただの教科書を

読むだけよりも楽しい勉強

の方法があります。 

その一例。先日ホストファミリーのお母さんと

ikari というスーパーマーケットに行ってきまし

た。そこからもらった紙袋にローマ字でスーパー

の名前が書いてありました。それを見たら私はび

っくりしました！なぜかというと、私が習った｢い

かり｣という言葉は｢怒り｣だけでした。けれどこれ

から｢いかり｣の二番目の意味を決して忘れないで

しょう。毎日色々なことを習って、こうやって面

白い日本での生活を楽しめます。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥11,000 11,000 11,000 11,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥772772772772,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

10101010 月月月月 24242424 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

交換留学生歓迎のご案内を致します。本日ポス

ティング致しました通り 8 月 21 日に来日されま

した「ピーロネンマルユッカ アッニーナ」さんの

歓迎会を行いたいと思います。ご家族の方も是非

参加してください。宜しくお願い致します。 

日時：2014年 10月 29日(水)18時 30分～ 

場所：ぼん繁(大阪市中央区大手前 1-6-7) 

会費：4000円 

回答期日は 10月 23日までになっております。 

10101010 月月月月 17171717 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

ジャンバラヤジャンバラヤジャンバラヤジャンバラヤ    

サラダサラダサラダサラダ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



数執筆されています。 

簡単には括れませんが心と体のバランスが生活

環境のなかで非常に大切であるということでした。 

地区青少年交換地区青少年交換地区青少年交換地区青少年交換副委員長副委員長副委員長副委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2014年 10月 11日(土) 

場所：ガバナー事務所 

・第 1回ホストファミリーランチ 12:00～13:50 

  第一ホストファミリーの 7軒の保護者に集ま

って頂き、弁当を食べながら、来日学生の現

状について報告してもらいました。日本語で

のコミュニケーションがまだ難しい、部屋を

片付け無い等、例年出てくる問題は多少ある

ようですが、どの家庭も上手くいっているよ

うで一安心です。 

・派遣候補生選考会 14:00～16:00 

  来年度の派遣候補生は、ガバナーエレクトの

意向により 5名までということでしたが、東

大阪東 RC・高槻西 RC・寝屋川 RC・大阪船

場 RC・東大阪中央 RCからちょうど 5名の

応募があり、本人・父兄・クラブ担当者の方々

とそれぞれ個別に面談を行いました。 

・第 4回青少年交換委員会 16:20～18:00 

  選考会の内容について話し合い、5名全員を合

格とし来月より6月まで派遣候補生としてオリ

エンテーションを行うことに決定しました。 

  先月行いました来日学生一泊研修について、

来日学生・ローテックス・ロータリアンのコ

ミュニケーションが良く取れるようになり有

意義であった。 

  次年度委員会構成について話し合いました。 

・ローテックス 10月度例会 18:00～19:00 

  今年度はローテックス担当ですので、例会に

オブザーバー出席しました。 

  一泊研修の報告、秋のお出かけの企画、地区大

会でのブース展示、クリスマスパーティの企画

等、頑張って企画してくれているので、1年間

上手くフォローしていきたいと思います。 

・今後の予定 

 12日(日) 宝塚歌劇観劇 

 (米山奨学委員会主催) 

 25日(土) 留学生の集い 

   (大阪府高等学校国際教育研究会主催) 

 26日(日) 秋のお出かけ 

    (ローテックス主催) 

 次回委員会 11月 15日(土) 

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2014年 10月 11日(土)14：00～16：00 

会場：大阪科学技術センター 

大阪平野 RC 会長の開会点鐘で始まり、国歌斉

唱の後に秋の RYLA 実行委員長 吉原様より開校

宣言を行い来賓の紹介の後、泉ガバナー様より上

級 RYLA受講者へ向け激励のお言葉を掛けられ、

閉会へ移りました。 

その後、基調講演としまして大阪市立大学名誉

教授 切池信夫様より｢心を鍛えてプロフェッショ

ナルを目指そう！｣という講演テーマでお話を頂

きました。 

長年、大阪市立大学医学部精神科教授として、

診療・教育・研究に従事。専門は臨床精神科医学。 

特にストレスや摂食障害研究分野におかれまして

は、日本を代表する研究者のおひとりで著書も多

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2014年 10月 11日(土)12：45～13：45 

会場：大阪科学技術センター 

出席者紹介の後、泉ガバナー様より青少年奉仕

とはロータリーにおいても重要な活動であるとお

話を頂き、青少年奉仕委員会の常設プログラム｢イ

ンターアクト｣｢ローターアクト｣｢青少年交換｣

｢RYLA｣の説明を受け、青少年活動委員会の 3 つ

の事業｢少年少女ニコニコキャンプ｣※2660 地区

独自のプログラム｢初級 RYLA｣｢上級 RYLA｣の説

明を受けました。 

この 3つの事業はインターアクト・ローターア

クトの未提唱クラブが順番に担当を受持つ事業で

あるという事と、ローターアクトへの人材紹介の

お願いが強調されていました。 

特に、地区予算の中の 50%が青少年関係に充て

られ、その中の 70%が青少年奉仕委員会に使用さ

れているという事で RI の中でも青少年育成はマ

ストであることが分かりました。 

質疑応答の際に、インターアクトからローター

アクトになる確率はとあり、1 割程度しかないと

いう事です。中・高校生で行っていた活動に比べ

て、ローターアクトの活動は例会もあり活動内容

も多く、その活動内容の差が大きい要因だそうで

す。 

講評を岡部パストガバナー様から頂き、出席者

全員に、｢この後開校の上級 RYLA へ全員出席が

義務です。｣と促されました。 

――――    第第第第1111回回回回ｸﾗﾌﾞ青少年奉仕ｸﾗﾌﾞ青少年奉仕ｸﾗﾌﾞ青少年奉仕ｸﾗﾌﾞ青少年奉仕正副委員長会議報告正副委員長会議報告正副委員長会議報告正副委員長会議報告    ――――    

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    

――――    上級上級上級上級 RYLARYLARYLARYLA 開校式開校式開校式開校式報告報告報告報告    ――――    

 



・・・・10101010 月月月月 11117777 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11118888 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

第 6組インターシティミーティング 

   (コングレコンベンションセンター) 

・・・・10101010 月月月月 29292929 日日日日((((水水水水))))        11118888：：：：33330000～～～～    

青少年交換留学生歓迎会 

   (ぼん繁) 

・・・・10101010 月月月月 31313131 日日日日((((金金金金))))        11111111：：：：00000000～～～～    

指名委員会 

   (場所未定) 

・・・・11111111 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))            

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (社会福祉法人成美学寮(奈良市柳生)) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 27272727 日日日日((((木木木木))))        12121212：：：：30303030～～～～14141414：：：：00000000    

三世代クラブ合同例会 

   (太閤園ガーデンホール) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))            

年次総会(次年度理事・役員発表) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        14141414：：：：00000000～～～～    

地区大会第 1日目 

   (シェラトン都ホテル大阪) 

・・・・12121212 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：20202020～～～～    

地区大会第 2日目 

   (フェスティバルホール) 

・・・・12121212 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        ((((夜例会夜例会夜例会夜例会))))    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))            

休会 

 13 年 10 月、入院中の高林先生をお見舞いしま

した。｢早く元気になって、また皆さんと飲みたい｣

と温和な顔で話してくれたのが、最後のことばと

なりました。時計の針が止まったのが道下先生よ

り一日早い 14 年 3 月 3 日でした。二人の恩師か

らもっともっとロータリーを学びたかったと思っ

てやみません。 

｢｢｢｢追憶・一期一会追憶・一期一会追憶・一期一会追憶・一期一会    尊敬する二人の恩師尊敬する二人の恩師尊敬する二人の恩師尊敬する二人の恩師｣｣｣｣    

根室西ロータリークラブ根室西ロータリークラブ根室西ロータリークラブ根室西ロータリークラブ    倉又倉又倉又倉又    良春氏良春氏良春氏良春氏    

((((第第第第 2500250025002500 地区地区地区地区    北海道北海道北海道北海道    観光事業観光事業観光事業観光事業)))) 

 教えを受け世話になった先生のことを恩師とい

うが、私には尊敬する二人の恩師がいました。ロ

ータリーの心を教えてくれたパストガバナーで

す。惜しまれつつ鬼籍に入りましたが、追憶の時

計の針をちょっと巻き戻してみます。 

 道下俊一氏(1984－85年度)がその人。知る人ぞ

知る｢へき地医療にささげた赤ひげ先生｣。その生

涯は中学校の道徳の教科書に載ったほどです。自

伝を原作にドラマ化された｢潮風の診療所―岬の

ドクター奮闘記｣は、テレビで放映され共感を呼び

ました。 

 先生と私は同郷人。今は異国となった樺太・真

岡(現ロシア領サハリン州ホルムスク市)の出身

で、小学校と旧制中学校の先輩です。ロータリー

の会合などで会うたびに何かと目を掛けてくれ、

問題があれば丁寧に教えてもらいました。｢道下塾

生｣と自負しています。｢社会に役立つ人間になる

方法はいろいろあるが、最も身近で効果的な方法

は、間違いなく自分の職業の中にある｣。職業奉仕

がロータリーの生命であり、金看板であることを

説いてくれました。 

 最後に道下先生にお会いしたのが、2013 年 7

月、札幌で開かれた真岡中学校の解散同窓会でし

た。｢故郷の母校がなくなるのは寂しいものだな

あ｣。握手をしながら先生と別れました。無情にも

時計の針が止まったのが翌年 3月 4日でした。 

 もう一人は高林茂氏(2000－01年度)で、私は高

林ガバナー年度に分区代理を務めました。ロータ

リー理論とロータリー哲学を語る第一人者と言わ

れ、堅物に見えますが、見えを張らず、奇を衒う

でもなく、飄々たる好々爺のガバナーでした。 

 ｢ロータリーの心とロータリーの精神は、今、最

も必要なものだと思う。ロータリーの本質は善意

ではなく、綱領(現・目的)にあるように倫理性を

大事にする団体です｣。薀蓄を傾けつつ語ったロー

タリー理論は、今でも心に残っています。 

 高林ガバナー年度に分区代理を務めた仲間と年

一回開く｢高林ガバナーと囲む分区代理会｣には好

んで出席し、洒脱な座談を楽しみ、｢皆さんと飲む

酒は一番おいしいよ｣と時間を忘れグラスを傾け

ていました。そして口ぐせの｢君たちはいつでもガ

バナーになれる逸材だ｣。お世辞とはいえ、うれし

い言葉でした。 

 ――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 10101010 月号より月号より月号より月号より    ――――    

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


