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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    

｢｢｢｢三世代合同例会と大阪三世代合同例会と大阪三世代合同例会と大阪三世代合同例会と大阪 RCRCRCRC 例会に出席して例会に出席して例会に出席して例会に出席して｣｣｣｣    

先週木曜日(11月 27日)、天満橋、大手前、中之

島の三世代合同例会が太閤園で盛大に催され、我

クラブからも総勢 25人の会員が出席致しました。 

柳生の里にある社会福祉法人成美学寮での合同

奉仕事業の報告その他内容の充実した会合でした

が、この三世代合同奉仕事業、合同例会は私が 10

年前に幹事をさせていただいたとき当時の松浦会

長がロータリー創設 100周年を記念して親子孫の

三世代クラブ合同で奉仕事業や例会をしようと他

クラブに提案し、3 会で協議した結果、ロータリ

ー創設時の模様を描いた寸劇の上演や福祉施設へ

パソコン寄贈等の合同事業をすることになり、合

同で準備会を頻繁に開き立ち上げの作業をしまし

た。苦労もありましたが、私の 19 年のロータリ

ー人生の中で最も思い出深いことの一つです。来

年は、我クラブの担当ですので皆様宜しくお願い

致します。 

翌金曜日は例会が無いということで、鹿野会員

とともに大阪 RC の例会に出席してまいりまし

た。多田会員も出席しておられ、一緒に午後 0 時

15分の開会から 1時半過ぎの点鐘まで出席し、老

舗クラブの雰囲気を味わうとともにいろいろ勉強

させていただきました。 

殊に、卓話者は偶々私が今読んでいる｢路地裏の

資本主義｣という本の筆者である平川克己さんで、

日本が大人の国になるためのヒントを平易に講演

して頂きました。 

やはり大きなクラブは卓話者のスケールが違う

と若干悔しく思いましたが、こういう卓話者を呼

べばビジターも中途退出せず最後まで残るのだな

と感じました。 

経費節減のおり、我クラブは知恵を出し合って

やっていくしかありませんので皆様の一層の協力

をお願い致します。 
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2014 年 12 月 5 日 第 1522 回例会 
家族月間 

◎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((((11112222 月月月月 12121212 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状高齢化社会とソフト面、ハード面のインフラ現状｣｣｣｣    

鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一浩一浩一浩一会員会員会員会員    

････年次総会年次総会年次総会年次総会    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    「「「「クリスマスソングクリスマスソングクリスマスソングクリスマスソング」」」」    

――――    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    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢シャボン玉｣シャボン玉｣シャボン玉｣シャボン玉｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢アメリカ西海岸アメリカ西海岸アメリカ西海岸アメリカ西海岸の旅の旅の旅の旅をををを振り返り｣振り返り｣振り返り｣振り返り｣    

山本山本山本山本    依津子依津子依津子依津子会員会員会員会員    

････1111 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    「「「「クリスマスソングクリスマスソングクリスマスソングクリスマスソング」」」」    

12121212 月月月月 12121212 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｣    



長谷・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業の成功

を祝して。 

金髙・・・三世代クラブ合同奉仕事業の成功を祝

して。 

木村・・・いつもの様に！ 

河野・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業の成功

を祝して。 

松葉・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業の成功

を祝して。 

三木・・・中村不二さん、ありがとうございまし

た。 

中林・・・三世代合同例会を祝して。 

中村(不)・三世代クラブ合同社会奉仕事業の成功

を祝して。 

西尾・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業の成功

を祝して。 

岡田・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業の成功

を祝して。 

岡本・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業の成功

を祝して。 

大蔭・・・三世代クラブ合同社会奉仕事業ご苦労

様でした。 

大本・・・三世代クラブ合同奉仕事業の成功を祝

して。 

辻村・・・三世代合同例会を祝して。 

その日は、大阪中之島ロータリークラブが、10余

年にわたって続けてまいりました、餅つき大会も

開かせていただきました。大阪天満橋、大阪大手

前ロータリークラブのご協力で総勢約 70 名の大

掛かりな大会となりました。生徒たちもかわるが

わる、杵を振り上げてくれました。ふた臼つきま

したが、あんもち、きな粉餅を皆で食べることが

できました。ロータアクトの面々、つくのも、丸

めるのも初めての者もいて、楽しんでおりました。

社会奉仕活動の何たるかを考えて、将来につなげ

てくれるものと思えました。 

副委員長副委員長副委員長副委員長    安達安達安達安達    昌弘昌弘昌弘昌弘氏氏氏氏    

当日の午後 1 時から、改装成った成美学寮の 2

階講堂に於いて三世代クラブが贈呈した大型液晶

テレビを正面に、学寮の先生の司会により贈呈式

が開催され、まず橋本理事長からの謝辞、次いで 

下岡中之島 RC 会長の挨拶・目録の贈呈と厳粛に

進められ、そんな中でもある寮生の奇声が講堂中

に轟き、それを何とか宥めようとする寮の先生方

の姿がありました。 

そのあと、階下に降りて餅つき大会のスタート

です。寮生たちも当然喜んでいたことは間違いな

いのですが、久しぶりのまた初めての餅つきとい

うこともあったりで、寮生たち以上にロータリア

ンの方がもっと楽しんでいたと感じたのは僕だけ

でしょうか？ 

 十数年間に渡る餅つき支援の中で、いつも思っ

てきたことなのですが、このような特別な寮生た

ちを預かられて面倒を見られている理事長はじめ

先生方のご苦労は計り知れないものと感じており

ます。出来るものなら、次回は成美学寮の先生方

の慰労会を開けるように検討してみたいです。 

本当にいつも短い時間ではありますが、寮生た

ちとの身体を使っての支援は、終わってからの充

実感もまた格別です 

大阪中之島ロータリークラブ大阪中之島ロータリークラブ大阪中之島ロータリークラブ大阪中之島ロータリークラブ    

社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長    辻辻辻辻    一夫一夫一夫一夫氏氏氏氏    

去る 11 月 15 日 大阪中之島、大阪天満橋、大

阪大手前ロータリークラブは、奈良県は柳生の里

にある｢成美学寮｣に対して 4K 液晶 55 型テレビ

を、贈呈してまいりました。これで、学寮の生徒

と共に教育スタッフが一堂に会して、教育効果の

高いビデオや番組を観賞することのできる事とな

りました。障害によっては、スタッフが付き添っ

ていることが望まれるので、安心の教育環境を提

供させて頂いたともいえます。講堂に集った生徒

たちの、明るい笑顔が印象的でありました。また、

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥49494949,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,01,01,01,064646464,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    三世代クラブ合同社会奉仕事業報告三世代クラブ合同社会奉仕事業報告三世代クラブ合同社会奉仕事業報告三世代クラブ合同社会奉仕事業報告    ――――    



 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   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 

<11 月 27 日の出席率 75.76％>  

Make up を含む 11/7 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        例会終了後例会終了後例会終了後例会終了後    

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 13131313 日日日日((((土土土土))))        ＭＵ事業ＭＵ事業ＭＵ事業ＭＵ事業    

大手前整肢学園クリスマスバザー 

   (大手前整肢学園) 

・・・・12121212 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        17171717：：：：30303030 例会例会例会例会    

18181818：：：：10101010 開宴開宴開宴開宴    

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 

・・・・1111 月月月月 2222 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

3クラブ合同例会の翌日 28日、大阪ロータリー

クラブにメーキャップに行きました。出席規定に

不足はないのですが、昔お世話になった大先輩が

健在との話を大阪 RC の方から聞いて、同じ金曜

日なので行けなかったのですが合同例会の翌日な

らと出かけました。 

受付で手続きをしていると後ろから金髙会長の

声がしました。『出席日数が足りないの！』『いえ

目的は別です』と同席することになりました。さ

すが大阪一のクラブだけあって、10人テーブルが

Aから Sまで並んでいます。料理も 3種類、この

日は自由席で好みの料理のテーブルに着けるとい

う事でしたが、この日空いていたテーブルは一つ

だけでした。 

ニコニコの紹介も延々と続き、卓話時間がなく

なるかと心配になりました。 

点鐘と共に席に着きそのまま食事、しばらくし

てロータリーソングからセレモニーに入りまし

た。メニューをこなし卓話に入ると、東京から招

いたと紹介された『平川克実』氏による『グロー

バリズムという病』この地球を俯瞰し、人類の過

去未来を説明するスケールの大きい話で、聞きご

たえのある時間でした。 

最後に私の大先輩には会えることなく失意で帰

りました。 
――――    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 11112222 月号より月号より月号より月号より    ――――    

｢｢｢｢被災者のふるさとの復興を誓う被災者のふるさとの復興を誓う被災者のふるさとの復興を誓う被災者のふるさとの復興を誓う｣｣｣｣    

大宮東ロータリークラブ大宮東ロータリークラブ大宮東ロータリークラブ大宮東ロータリークラブ    

((((第第第第 2770277027702770 地区地区地区地区    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県))))    

 炭火で焼き上げたホタテの香ばしい匂いが食欲

をそそる。｢大宮夏まつり第 18回東大宮サマーフ

ェスティバル｣(8 月 1～2 日開催)を共催する当ク

ラブのブースでも一コマだ。本場の新鮮なホタテ

を焼いているのは宮城県南三陸町歌津の漁師グル

ープ｢歌津もん｣の 3人。買った人たちは口々に｢お

いしい｣と笑顔になる。 

 瀬田雄一会長率いる当クラブでは 8月 2日をロ

ータリーデーとし、会員とその家族、大宮東ロー

ターアクトクラブのメンバー、米山奨学生と南三

陸町の漁師が一丸となって、地元の祭りで地区補

助金を利用した南三陸町震災復興支援事業と東日

本復興支援募金、ポリオ撲滅募金、ポリオ撲滅チ

 ――――    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    ――――    ――――    メークアップメークアップメークアップメークアップ報告報告報告報告    ――――    



ャリティーバザーを展開した。 

 一万数千人が繰り出しただろうか。当日はうだ

るような暑さ。ロータリー家族はポリオ撲滅を呼

びかけ、募金に、バザーにと奮闘し、その額は 20

万円を上回った。 

 ｢歌津もん｣だって負けていない。ホタテの目標

販売枚数は 1500 枚。顔や腕にやけどを負いなが

らも完売した。わが町の復興にかける彼らの情熱

にロータリアンも感動し、胸を熱くした。出会い

の数だけ感動があるならば、その先には必ず復興

の姿があるはずと、あらためて彼らのふるさとの

復興を誓う日となった。 

｢｢｢｢人はどう考え、どう行動するか？人はどう考え、どう行動するか？人はどう考え、どう行動するか？人はどう考え、どう行動するか？｣｣｣｣    

熊野ロータリークラブ熊野ロータリークラブ熊野ロータリークラブ熊野ロータリークラブ    野地野地野地野地    俊行氏俊行氏俊行氏俊行氏    

((((第第第第 2630263026302630 地区地区地区地区    三重県三重県三重県三重県    製材製材製材製材))))    

ある日、社内で｢企業文化｣を担当することになり

ました。最初、何をすればよいのかわかりませんで

した。いろいろ考え、企業文化とは、全社員の総合

力を最大化する社風をつくることではないかと考

えました。全社員の総合力を最大化した状態とは、

一人に社員を量(能力)と方向の二つの要素を持つ

｢ベクトル｣で例えると、全社員のベクトルの方向が

会社の進む方向を向いている状態です。 

では、具体的にどうするか考えていた時、ある

人から認知心理学を使って｢積極的企業文化｣をつ

くることを教えている会社を紹介されました。そ

の内容は、人が持っている意識には顕在意識、潜

在意識、創造的潜在意識の三種類があり、顕在意

識は、世の中の事実を受け入れる意識、潜在意識

は人がいろいろな経験を積み重ねる中でつくられ

る意識(この意識に基づいて人は考え行動する)、

創造的潜在意識は、顕在意識と、潜在意識との間

に違いを生じると、潜在意識が正しいことを立証

しようとする意識で、消極的にも積極的にもなる

意識ということでした。 

例を挙げて説明します。ある会社に、Aと Bの

部門があり、A部門の商品の不良率は 10%でした。

そこで会社のトップが A 部門に 1%にするよう命

じると、A 部門の人たちは、今まで一生懸命努力

をして 10%にしているのであって、1%は絶対にで

きないと考えます。ところが、不良率が 1%の B

部門の人が A部門に入ると、その人の潜在意識の

中の不良率は 1%なので、10%の不良率から何が問

題なのだろうと考え、その原因を積極的に見つけ

だそうとします。 

つまり、創造的潜在意識は、A 部門の人の場合

は消極的で、B 部門の人の場合は積極的になりま

す。京セラの創業者(現名誉会長)の稲盛和夫氏も

本の中で、自分のやりたいことが実現した時の具

体的なイメージをつくり、それが実現することを

強く思えば必ず実現すると言っています。この心

の働きからわかるように、自分を良い方向に変え

るためには、自分のやりたいことを見つけ、それ

が実現すると潜在意識に思わせることです。夢、

志、目標なども毎日自分に言い聞かせれば、それ

らのものは実現することでしょう。 

ロータリーソングを真剣に歌うことにより、そ

の内容を自分の潜在意識の中に刷り込むことにな

ります。その結果、その内容に沿って行動するよ

うになります。｢四つのテスト｣も同じです。実行

してみてはいかがでしょうか。 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    クリスマスおめでとうクリスマスおめでとうクリスマスおめでとうクリスマスおめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

12121212 月月月月 5555 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
和食 

松花堂弁当 
なだ万 

 

  

小松 英宣（14日）福井 教男（28日） 

長谷 裕代（24日）鹿野 浩一（24日） 

北村 光司（24日）中田 圭子（24日） 

中村 不二（24日）大本 達也（24日） 

竹森 敏麿（24日）辻村 和弘（24日） 

西尾 昌也（14日）松葉 知幸（19日） 

小松 英宣（16日）大蔭 政勝（24日） 

小林アツ子 宝永産業㈱       （1963） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

三木 元昭 

・2ヶ年皆出席表彰 

大蔭 政勝 

 


