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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、例会に大阪西南RCの吹田様をお迎えし

ております。吹田様、ようこそいらっしゃいまし

た。 

さて、先日テレビを見ていたところ、私が子供

のころお世話になりまた最近も母が入院してお世

話になっていた成田赤十字病院が映し出されてい

ました。エボラ出血熱患者が成田国際空港で発見

された場合に患者を隔離して治療する拠点医療機

関だそうです。 

映像を観て遠く離れた西アフリカ諸国のことと

考えていたエボラ出血熱ウイルスの感染拡大が大

変身近に感じられました。現在、リベリア等で感

染者が大量に発生し、これまで 9000 人近くが罹

患し、既にその半数が死亡しているそうです。 

致死率 70 パーセントともいわれ米国やスペイ

ンでも二次感染者が出ており、12月には週 1万人

の発症も予想されるとのことでパンデミックの様

相を帯び始めています。 

血液、嘔吐物等を通じて感染し、現時点では有

1．本日例会終了後 11月度理事会開催です。 

2．明日 18日インターシティミーティング開催で

す。会場はグランフロント大阪北館 B2F コン

グレコンベンションセンターです。 

3．12 月 5、6 日開催の地区大会と 11 月 15 日開

催の 3 クラブ合同社会奉仕事業の出欠の回覧

を廻します。未返事の方ご記入願います。 

効な治療方法はないそうですが、現地での防圧と

日本を含め各国がそれぞれ水際で食い止める努力

をしてなんとか感染拡大を収束させてほしいもの

です。 

一次的には国や国際機関が対処すべきものでし

ょうが、ロータリークラブとしても対岸の火事と

してではなく身近に迫る危機と考え、感染防止の

知識の啓発を行うとともに、現地の医療や教育、

環境整備等にどのように支援できるのか検討して

いく必要があると思います。 

また、メンバー各人も健康に留意して免疫力を

高めていくことが肝要かと思います。 
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2014 年 10 月 24 日 第 1516 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 31313131 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....ホァンホァンホァンホァン    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢雷・雷対策について雷・雷対策について雷・雷対策について雷・雷対策について    ｣｣｣｣    

音羽電機工業㈱音羽電機工業㈱音羽電機工業㈱音羽電機工業㈱    第二営業部第二営業部第二営業部第二営業部    

部長部長部長部長    広瀬広瀬広瀬広瀬    剛志剛志剛志剛志氏氏氏氏    

((((辻村辻村辻村辻村    和弘会員紹介和弘会員紹介和弘会員紹介和弘会員紹介))))    

････指名委員指名委員指名委員指名委員会（会（会（会（11111111：：：：33330000～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マリィマリィマリィマリィ「「「「金婚式金婚式金婚式金婚式」」」」    



朝槻・・・曽我部サマ、卓話楽しみでした。楽し

み～～～ 

金髙・・・昨晩おいしいものをいただきました。

明日のIM出席よろしくお願いします。 

鹿野・・・いつもおありがとう。 

小林・・・ぎりぎりセーフでここに来るまでに汗

をかき、又なれない指揮でまた冷や汗

をかきました。 

松田・・・曽我部さん、卓話楽しみにしておりま

す。 

中村(不)・曽我部先生、卓話楽しみです。参考に

させていただきます！！ 

中田・・・先週は台風の影響で声が出ませんでし

た。未だ歌えませんが。 

岡本・・・曽我部さん、卓話楽しみです。 

大蔭・・・昨日は金髙会長と神戸ラヴィマーナで

のフォーマルなお食事会を楽しんで来

ました。 

大本・・・松浦親睦活動委員長、お世話になりまし

た。曽我部会員、卓話楽しみです。 

佐々木・・曽我部先生の卓話楽しみです。 

曽我部・・本日卓話です。宜しく。 

辻村・・・曽我部さん、笑わせて頂きます。 

 国内ビジター 1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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<10 月 17 日の出席率 71.88％> 

Make up を含む 9/26 の出席率 83.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

｢｢｢｢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    律夫律夫律夫律夫    

どうしても伝えたい強い思いがあり、それを伝

えたい相手がいる時、人はこんなにも懸命になる。

その一つがラブレター(恋文)であります。 

川柳に｢夜に書いて、朝に破るラブレター｣と云

うのがありますが、夜一人で悶悶として相手の事

を思い、想いのたけを赤裸々に書いたはいいが、

朝になって読み返してみると恥ずかしくて人には

みせられない、と云う情景です。それだけに気恥

ずかしくなる程正直で、それ故に胸を打つ、その

人の生き様や人柄が滲み出る。それも紙の手触り、

個性ある肉筆の文字で…。さうであってのものと

思ひます。SNS の発達した現代ではメールを打

ち、クリック一つで送る、消す、それも絵文字で。

もう今では古典的な恋文などは一般的には存在し

ないのかも知れません。 

この本の様にラブレターが残された理由は様々

です。鳩山一郎では妻の薫子が捨てずに生涯大切

に保管した。斉藤茂吉では恋人の永井フサ子が茂

吉の求めに応じて最初の数十通は焼き捨てたが、

その後はどうしても捨てられず、戦争中はリュッ

クサックに入れて空襲の中を逃げた。又、向田邦

子では相手の男性の死後、その母親が向田のもと

に届けたものを死ぬまで大切に保管した等です。 

恋文の内容は勿論若い男女が告白し、想いのた

けを述べ、口説き落し、恋を成就させるものが多

いが、恋文がそのまま遺書となったものも。又、

夫婦間のものも多くみられ、長い間連れ添った相

手に愛情のこもった言葉をつづったもの、又もう

この世に居ない伴侶に宛てたもの等々で、決して

若い世代だけのものではありません。 

今回は梯久美子氏の著書の中に掲載されている

ラブレター、二人の馴れ初め、関係、その時の状

況とその後の経過等お話し致しました。その中で

取り上げた方々の御名前は以下の通りです。 

昭和天皇、今上天皇と皇后、皇太子と皇太子妃(以

上皇族の方々は和歌)。美空ひばり、小林 旭、石

原裕次郎、鳩山一郎、白洲次郎、橋本龍太郎、宮

本顕治と百合子、芥川龍之介、内田百閒、斉藤茂

吉、金子光晴、森鴎外、夏目漱石、谷崎純一郎、

伊藤整一、山本五十六、上原良司、植村直己、柳

原白蓮、永六輔、川口松太郎、石坂泰三、茨木の

り子。 

参考文献｢世紀のラブレター｣ 梯久美子 新潮新書 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44441,000 1,000 1,000 1,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥813813813813,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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 31313131 日の日の日の日の例会場例会場例会場例会場    

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｢芙蓉芙蓉芙蓉芙蓉の間｣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    ――――    



｢｢｢｢実践思案実践思案実践思案実践思案『『『『奉仕の理念奉仕の理念奉仕の理念奉仕の理念』｣』｣』｣』｣    

倶知安ロータリークラブ倶知安ロータリークラブ倶知安ロータリークラブ倶知安ロータリークラブ    尾崎尾崎尾崎尾崎    春人氏春人氏春人氏春人氏    

((((第第第第 2510251025102510 地区地区地区地区    北海道北海道北海道北海道    学校経営学校経営学校経営学校経営)))) 

 ロータリーの魅力と特徴は、｢奉仕の理念｣に尽

きることは、周知の事実です。それゆえに全ての

会員にとって、思想、観念の世界においてではな

く、日常からロータリアンである幸せを実感でき

なければ、魅力も特徴もなくなってしまいます。

｢奉仕の理念｣が｢ロータリーの目的｣で示される方

向性にとどめていることからもわかる通り、奉仕

のコンテンツと発想は、会員個人の自由意思に任

されていると理解できます。 

 昨年、北海道の支笏湖畔を飼い犬と散歩してい

た時のことです。犬が排便をし、私がそれを回収

しようとしたところ、偶然通りかかった中国から

の観光客 5～6 人に、ガイドを通して話しかけら

れました。 

広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

ポリオ月間での話題 

日経新聞夕刊にあるコラム『あすへの話題』で『地

域医療機能推進機構（JCHO）』の理事長 尾身 

茂 理事長執筆の記事 

第 1回 9月18日 『ポリオ根絶とトイレブレイク』 

第 2回 9月 25日 『ポリオ根絶と国際政治』 

第 3回 10月 2日 『ポリオ根絶とゼロの証明』 

3 週にわたってお届けします。寄稿記事というこ

とで日経新聞ではなく執筆者の転載許可をもらっ

ています。 

｢ポリオ根絶とトイレブレイク｣ 

我々団塊の世代が小学生の頃、小児麻痺に罹り

足の不自由な子供がたくさんいた。1990年WHO

に赴任した私の仕事は、西太平洋地域の小児麻痺

根絶。途方もない課題であった。そもそも根絶に

必要なポリオワクチンの資金が絶対的に不足して

いる。このため 91 年援助機関等からの資金を期

待して、国際会議を東京で開催した。 

初日、根絶戦略を説明すると手応え十分。だが

資金要請の段になると空気は一変。総論賛成各論

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    

10 月 18 日(土)コングレコンベンションセンタ

ーにて開催されました。大手前 RC からは金高会

長始め会員 12名とゲストが 3名で参加しました。

今回のホストクラブである新大阪 RC の生尾会長

の点鐘・挨拶で開会されました。 

今回は 2 部構成で前半のメインは明治天皇の玄

孫として知られる竹田恒泰氏の｢いっしょに学ぼ

う日本の心｣と題した講演でした。テレビで見る竹

田氏のイメージと違って 2 時間に渡り、勿論ユー

モアたっぷりに熱く語って下さり参加のロータリ

アンの心を掴んでおられました。 

後半は IM6 組の 11 クラブによる各クラブの活

動紹介でした。夫々3 分程度にスライド写真や映

像資料を交えてのプレゼンでしたが各クラブの個

性も出ていて良い内容でした。ホストクラブの新

大阪 RC の皆様、行楽日和の中、ご出席頂いた我

がクラブの皆様ありがとうございました。 

――――    広報委員会より広報委員会より広報委員会より広報委員会より    ――――    

――――    インターシティミーティング報告インターシティミーティング報告インターシティミーティング報告インターシティミーティング報告    ――――    反対の図式だ。参加者たちは発展途上国での根絶

など土台無理と思っていたようだ。その後、私は

“営業マン”さながら資金集めに奔走するが全て

空振り。 

翌年、一条の光が差し込んだ。北京での会議前

日、国際ロータリークラブのアメリカ人からある

提案がされた。｢ドクターオミ、WHO中国のワク

チン接種を 4 歳以下に引き下げれば、1 億円を提

供しよう｣。WHOの方針は 5歳以下が対象。だが

中国に限ると、感染者のほとんどが 4 歳以下だっ

た。 

願ってもない申し出だ。ところがWHO本部の

責任者に話すと｢方針変更はダブルスタンダード

になる｣と反対。私としては資金獲得のチャンスを

逃すわけにいかない。｢原則に固執するのか？ワク

チンがなければポリオ根絶は不可能だ｣と迫る。3

時間の応酬の末、｢立場上賛成できない。君が責任

を持つなら別だが｣と本部責任者。 

翌日会議が始まり“年齢”問題が議論されるも双

方譲らず。コーヒーブレイクになり私は彼に囁く。

｢会議が始まったらトイレに立つふりをしてくれ

ないか、その間に決めたい｣。彼はニッコリ頷く。

予定通り退席。こうして“4 歳”が決定された。

長いトイレブレイクであった。 

 

――――    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    ――――    



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

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：：：：33330000～～～～    

指名委員会 

   (帝国ホテルフィットネスクラブラウンジ) 

・・・・11111111 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000    

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 

ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの行動規範行動規範行動規範行動規範    

(Rotary Code of Conduct)(Rotary Code of Conduct)(Rotary Code of Conduct)(Rotary Code of Conduct)    

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

1）個人として、また事業において、高潔さと高

い倫理基準をもって行動する。 

2）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とそ

の職業に対して尊重の念をもって行動する。 

3）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを

導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、

地域社会や世界中の人びとの生活の質を高め

る。 

4）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落

とすような言動は避ける。 

5）事業や職業における特典を、ほかのロータリ

アンに求めない。 

 ｢なぜ、犬のふんを拾うのですか。拾ってどうす

るのですか？｣｢他人に不快な思いをさせたくない

のと、不衛生ですから。持ち帰って、燃えるごみ

として市に回収してもらいます｣｢日本には、その

ことに関連する法律があるのですか？｣｢各自治体

には、条例か行動計画があると思います。このあ

たりにも『ふんは持ち帰るように』と標識が立っ

ているだけです｣ 

 湖畔ではきれいごとを並べた私でしたが、それだ

けでは何か物足りない思いにかきたてられました。 

 ｢奉仕の理念｣が願う、相手の身になって物事を

考えようとする倫理観や美徳意識は私に対して、

他人に不快な思いをさせぬようにと、自発的回収

という行動の動機を与えてくれます。今回の一件

では、｢もし放置したら、他人には不快、飼い犬の

身になれば、景観を害し不名誉千万｣という自愛の

心が最終的に私の心を動かしたに違いありませ

ん。己の良心がそうせずにはいられないというの

が、究極の本心ではないでしょうか。人の目をは

ばかるためでもなく、標識に従ってでもなく、｢ロ

ータリーの目的｣に意味づけたいからでもありま

せん。 

 それにしても風光明媚で知られた湖畔での中国

の青年たちいと出会いの後の満足感、爽快感。何

にも示唆されず、内なる声に従った小さい行いに

しては、十分過ぎる喜びでした。これこそが、か

つてジャン・ジャック・ルソーが言った｢存在感｣

だったのでしょうか。 

 ほかのどんな倫理、道徳観よりも根本的に実践

する人に満足感を与えるものだと言います。そこ

には above self(超我)の出番はなく、会員の誰もが

持ち合わせている良心、自尊心が主役を演じれば

済みます。ただし、どちらも普段は心の奥深くに

潜み、まどろんでいるので起こす必要があります。

その目覚まし役こそ｢ロータリーの目的｣であり、

例会や奉仕活動の出席であることは、先輩方の御

推察の通りです。 

 

10101010 月月月月 24242424 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

スープパルマンティエスープパルマンティエスープパルマンティエスープパルマンティエ    

帝国ホテル帝国ホテル帝国ホテル帝国ホテル    ハヤシライスハヤシライスハヤシライスハヤシライス    

サラダサラダサラダサラダ    

栗とプラリネのティラミス栗とプラリネのティラミス栗とプラリネのティラミス栗とプラリネのティラミス    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    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    ――――    


