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先週先週先週先週の例会報の例会報の例会報の例会報告告告告    

本日は、大阪リバーサイドRCの冨様、水口RC

の冨様、河野会員の代理で卓話をしていただきま

す中村様の3名のお客様をお迎えしております。よ

うこそいらっしゃいました。 

 先週は大変ハードな1週間でした。32周年記念

式典開催に当たり、水曜日夕刻の台北百齢RCメン

バーの関空出迎えに始まり日曜日夕刻の関空見送

りまで、国際奉仕、親睦活動、社会奉仕、SAAの

各委員会の委員長、委員の皆様を中心に会員の皆

様には大変お世話になりました。 

記念式典も成功し、百齢RCの皆様も大変喜んで

帰国の途につかれたことを報告いたします。有難

うございました。 

 さて、今週水曜、長女の卒業式に出席してまい

りました。式典終了後、教室で担任の先生のお話

しを聞き、娘が充実した中学生活を送れたことを

実感しました。ただ、久しぶりに出席した卒業式

で｢仰げば尊し｣も｢蛍の光｣も歌われていなかった

ことに、時代の流れを感じ若干寂しい気持ちにな

りました。 

――――    ノミニーノミニーノミニーノミニー臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

1  配布物 地区よりロータリーの心と実践(2015

年改訂版)。  

2  本日、例会後、4月度定例理事会開催。続けて

臨時理事会です。 

本日の歌｢早春賦｣もそうですが、長く歌い継が

れてきた名曲には歌詞にも曲にも奥深いものがあ

ります。古いものでも良いものは何らかの形でこ

れからも残していって欲しいものです。 
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2015 年 3 月 27 日 第 1536 回例会 
識字率向上月間 

◎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((((4444 月月月月 3333 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    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....ホァホァホァホァンンンン    

･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    

････広報委員会担当広報委員会担当広報委員会担当広報委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ロータリーフェスティバルについてロータリーフェスティバルについてロータリーフェスティバルについてロータリーフェスティバルについて｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀委員長秀觀委員長秀觀委員長秀觀委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    滝滝滝滝    廉太郎廉太郎廉太郎廉太郎「「「「花花花花」」」」    

3333 月月月月 22227777 日のメニ日のメニ日のメニ日のメニューューューュー    

菜の花のスープ菜の花のスープ菜の花のスープ菜の花のスープ    

メバルのポワレメバルのポワレメバルのポワレメバルのポワレ    

    セロリラブのピューレを添えてセロリラブのピューレを添えてセロリラブのピューレを添えてセロリラブのピューレを添えて    アサリのソースアサリのソースアサリのソースアサリのソース    

サラダサラダサラダサラダ    

チェリージュビレチェリージュビレチェリージュビレチェリージュビレ    トンカ豆のアイスと共にトンカ豆のアイスと共にトンカ豆のアイスと共にトンカ豆のアイスと共に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

日 時：2015年 3月 20日(木) 

審議議案： 

1．平成 27年 10月 23日(金)の例会を三世代クラ

ブ合同例会に変更する旨、承認。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢春よ春よ春よ春よ来い来い来い来い｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢クラシックバレエを身近に感じて下さい、クラシックバレエを身近に感じて下さい、クラシックバレエを身近に感じて下さい、クラシックバレエを身近に感じて下さい、姿姿姿姿

勢改善はもとより、肩こり解消できるんです勢改善はもとより、肩こり解消できるんです勢改善はもとより、肩こり解消できるんです勢改善はもとより、肩こり解消できるんです｣｣｣｣    

ハートハートハートハートストリングス代表ストリングス代表ストリングス代表ストリングス代表    

春田春田春田春田    琴栄バレエスクール主宰琴栄バレエスクール主宰琴栄バレエスクール主宰琴栄バレエスクール主宰    春田春田春田春田    琴栄琴栄琴栄琴栄氏氏氏氏    

((((久保久保久保久保    友志郎会員紹介友志郎会員紹介友志郎会員紹介友志郎会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    團團團團    伊玖磨伊玖磨伊玖磨伊玖磨「「「「花の街」花の街」花の街」花の街」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    



朝槻・・・東京中央ロータリーには、フィリピン

で医師の診察を受けられない人々のた

めに日本から医師を連れて行かれた人

がいた。本物の日本人がいらしてニコ

ニコです。ちなみにその方が頭から 1

時間おつきあい下さった。 

犬伏・・・来週より暫くお休みさせて頂きます。 

金髙・・・先週は皆様ご苦労様でした。今週水曜

日に長女の卒業式に行ってまいりまし

た。 

鹿野・・・いつもお世話になっています。 

河野・・・代理卓話の中村仁美さんです。よろし

くお願い致します。 

松田・・・やっと春らしくなってきました。来週

はずっと東京出張の為、来週の例会欠

席です。 

岡田・・・来週から中国へ出張に行ってきます。 

大本・・・中村仁美様、卓話楽しみです。三木、

松浦委員長、和歌山ではありがとうご

ざいました！本日理事会よろしくお願

いします！竹森委員長ありがとうござ

いました！ 

大蔭・・・台北百齢 RC と楽しいアテンドありが

とうございました。本日良い事があり

ました。 

佐々木・・記念例会欠席おわび！！又、オースト

ラリアで焼いてきました。 

山本・・・今日は暖かくなり、心うきうきです。 

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    

｢イイダとマルユッカの旅行記｣｢イイダとマルユッカの旅行記｣｢イイダとマルユッカの旅行記｣｢イイダとマルユッカの旅行記｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

3月 14日パーティー終了後、そろって加古川の多

田家に到着しました。イイダが脇腹の痛みを訴え、

これは明日は病院の結果が出ないと出発できないと

全員が考えました。イイダは入浴もせずそのまま就

寝、でも二人は夜遅くまで何やら話をしていた様子。 

翌朝 8 時過ぎに起きてきたら意外に元気で出発可

能となり支度をしました。9時半ごろに出発し、無理

をしないで行こう、を合言葉に出石の皿そばを目指

して走ります。 

ナビに打ち込んだら店の看板の場所へ案内する意

｢花の魅力｣｢花の魅力｣｢花の魅力｣｢花の魅力｣    

pe'talepe'talepe'talepe'taleフラワーアーティストフラワーアーティストフラワーアーティストフラワーアーティスト中村中村中村中村    仁美仁美仁美仁美氏氏氏氏    

((((河野河野河野河野    裕一会員紹介裕一会員紹介裕一会員紹介裕一会員紹介))))    

花を飾る･･･古い時代か

ら、人は病気の治療や魔除

けとして花を用い、神様を

祀り、悲しみ弔いの時に花

を飾ってきた。そして今

は、お祝い事で花を飾り贈

る･･･いつの時代も、人は

花により心の豊かさを与えて貰っていたのではな

いでしょうか･･･ 

私と花との出会いは、20代前半、社会人として

働き始めた頃、心にストレスを抱えながら過ごす

日々の中で、花に触れる事で｢無｣になる楽しさを

体験したのがきっかけでした。 

その後、結婚、出産を経て、家事と育児の合間

に花の勉強をし、子供の就園と共に、フラワーア

レンジメントスクール pe'taleを立ち上げました。 

設立当時は、生徒さん 2人、花市場での仕入れ

にも慣れておらず、フォークリフトの行き道を妨

げては怒鳴られる･･･といった感じでした。 

そんな時代から、今年で 13年。今では、生徒

さんも増え、レッスンの他にも、ウィンドーディ

スプレーや、店舗ディスプレーなど、仕事の幅も

広がりました。 

花を通じて、沢山の出会いと、多くの事を学び

ました。例えば、女性は何もないところから、何

かを作り出すことが得意で、男性は課題に基づき、

より美しく、確実に作り上げることが得意など･･･

(個人差はあります)レッスンを通して思う事は、自

分の作品を嬉しそうに満足した笑顔で、大事そうに

抱えて帰って行かれる姿を見て、花を教えた自分が

一番幸せな気持ちになっているという事です。 

花は与える側も、与えられた側も幸せな気持ち

になる！！野菜を買う様に花を買い、テーブルを

拭くついでに花を飾る。そんな、普段の生活に花

を溶け込ませる･･･これからも、そのお手伝いが出

来る様、素直な気持ちで花と向き合い、人の心に

響く花を作っていきたいと思います。 

そして･･･心が疲れた時、忙しくて心に余裕が無

い時･･･そんな時こそ花を飾って欲しいと思いま

す。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥42424242,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,729729729729,000 ,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    ――――    

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



・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：38383838 スタートスタートスタートスタート    

第 3回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (池田カンツリー倶楽部) 

・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

15‐16年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場 5Fメインホール) 

・・・・4444 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 5555 日日日日((((火火火火・祝日・祝日・祝日・祝日))))        9999：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000    

ロータリーフェスティバル 

   (大阪市中央公会堂) 

・・・・5555 月月月月 11115555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 22222222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢水仙の間｣) 

地悪ナビに閉口しながら蕎麦屋に着きました。名物

の皿そばを各自 1.5 人前平らげ｢おいしかった｣の声

と伴に出発、と思いきや、｢せっかく来たので少し出

石を見てゆこう｣となり、散策すること 40分で出発、

今宵の宿の『七釜温泉』に向かいました。 

予約した宿は狩猟の時に泊めてもらっていた宿

で、何も言わずに『女の子を連れてゆくので部屋を

分けてください』とお願いしてありました。いつも

は大広間での食事なのにこの日は部屋に食事が運ば

れ、よほどお客が少ないので部屋に持ってくるのか

と理解していましたが、5時過ぎの宿泊客がどやどや

と入ってきたので『あれれ？』と思っていたのです

が翌朝は大広間での朝食となりました。女連れの客

に気を利かせすぎたと見えました。 

15日は鳴き砂で有名な『琴引き浜』に向かいます。

例によって意地悪ナビは全く車が入れない場所に向

かって案内します。自転車も通れないような山道で

その松林の向こうに浜があるのは判るのですが腹の

立つナビです。 

少し戻って地元の人に聞いて1kmばかり遠回りを

して浜に着きました。綺麗な浜を前にして全員長靴

に履き替え砂浜を歩くと、マルユッカの足元からギ

ュンギュンと音が聞こえます。砂は踏むと音が出る

のではなく、乾いた砂どうしがぶつかると音がする

のでした。踏みしめて歩いた我々と、すり足で砂を

巻き上げながらのマルユッカの違いでした。 

綺麗な浜辺で波と戯れた『琴引き浜』を後にして

舟屋集落の伊根で昼食をとり天橋立も見て大阪に向

かいました。途中に福知山へ向かう近道の峠を過ぎ

た谷間で昔通った蕎麦屋によって田舎のそばを楽し

みました。1日目は 150km、2日目は 460km、併せ

て 600kmあまりのドライブでした。 

4444 月月月月 10101010 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｣    

――――    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    ――――    



 国内ビジター 2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  1名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<3 月 20 日の出席率 78.79％>  

Make up を含む 2/27 の出席率 96.67％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

世のために役立つことを実践しよう、サービス精

神(思いやりの精神)を持って人間活動の基本にす

るという運動であるということにほかなりませ

ん。そして、魅力あるロータリーづくりと例会出

席を実践し、会員増強につなげていかなくてはな

りません。 

｢ロータリーデー清掃活動｣｢ロータリーデー清掃活動｣｢ロータリーデー清掃活動｣｢ロータリーデー清掃活動｣    

別府ロータリークラブ別府ロータリークラブ別府ロータリークラブ別府ロータリークラブ    

((((第第第第 2720272027202720 地区地区地区地区    大分県大分県大分県大分県))))    

 10 月 19 日、｢ロータリーデー｣として奉仕活動

を実施しました。｢おんせん県おおいた｣にある、

別府温泉への陸の玄関となる九州横断道路沿線の

清掃です。 

 これは当クラブの副会長が組合長をしている、

鉄輪やまみ旅館組合の方々が、湯治客へのおもて

なしの心で、毎年この時期に行ってきたものです

が、いつも 10 人程度の参加で大変に苦労してい

る様子でした。 

 そこで、クラブとしてこの清掃活動に参加させ

てもらい、ロータリーデーの活動としたところ、

当クラブ会員だけでなく、ローターアクター、イ

ンターアクターと合せて総勢 20 人が参加してく

れました。多くの車両が通る道沿いですので、事

故を憂慮して、全員保険をかけての作業になりま

した。 

 8 班に分かれ、それぞれの清掃場所を決めて作

業し、落ち葉や側溝の泥、たばこの吸い殻などを

集めてごみ袋に入れ、それを会員の清掃会社の車

で回収してもらいました。 

 秋晴れの良い天気に恵まれましたが、2 時間近

く作業をすると全身から汗が噴き出してきまし

た。しかし、清掃の済んだ道路がきれいになって

いるのを見ると、疲れが吹き飛び、すがすがしい

気分になりました。 

 各メディアにも連絡してこの活動を取材してい

ただき、広報することができました。次年度も継

続していこうと考えています。 

｢ロータリーの精神と実践についての一考察｣｢ロータリーの精神と実践についての一考察｣｢ロータリーの精神と実践についての一考察｣｢ロータリーの精神と実践についての一考察｣    

広島陵北ロータリークラブ広島陵北ロータリークラブ広島陵北ロータリークラブ広島陵北ロータリークラブ    渡部渡部渡部渡部    邦昭氏邦昭氏邦昭氏邦昭氏    

((((第第第第 2710271027102710 地区地区地区地区    広島県広島県広島県広島県    商事弁護士商事弁護士商事弁護士商事弁護士))))    

1．わがクラブのテーマを｢こころゆたかなロータ

リアン｣と決めたのは、二宮義人初代会長をはじめ

創立会員の方々ですが、｢こころゆたか｣とは、相

手の立場、人格を思いやり、理解し尊重するとい

うこと。一言でいえば、思いやりと寛容の精神と

いうことです。 

2．私たちは資本主義社会の中で生きています。強

欲の資本主義という言い方もされますが、本来、

人間の欲望は限りなく、資本主義は暴走する宿命

のようなものを背負っていますので、ブレーキと

なるものが必要です。 

 イギリスの経済学者、アダム・スミスは『国富

論』『道徳感情論』の中で、個人の利己心に基づい

た利益追求行動が社会全体の利益を無条件にもた

らすと考えていたわけではなく、｢神の見えざる

手｣によって経済がうまく循環していくためには、

分業を担当する者がお互いを思いやる精神を共感

できること、資本家と労働者との間にもこの種の

｢共感｣が成立していることが前提であると説いて

います。 

3．ロータリークラブは 1905 年 2月 23日、シカ

ゴで生まれました。当時のアメリカは社会変動期

で、資本主義の暴走によって、利己主義、悪徳商

法など｢身勝手な自由｣が横行していました。創立

者のポール・ハリスは荒廃した社会の中で、人間

の絆を回復することが大切であることを悟り、一

業種一人の相互扶助のクラブ構想が芽生えたとさ

れています。 

 職業人が職業上の高い道徳的水準を保ちなが

ら、職業を通じて奉仕する機会とする、日々奉仕

を実践すること、奉仕の理念で結ばれた職業人が

世界的なネットワークを通じて国際理解、親善、

平和を維持することがロータリーの目的です。 

4．ハロルド・T・トーマス元国際ロータリー会長

(1959－60年度)は、ロータリーの基本的特質とも

いえる、職業分類の｢原則｣と例会への規則的出席

が次第に希薄にされる傾向に憂慮している、と述

べています。 

 世界的にロータリー会員数が伸び悩み、例会の

出席率が低下してきているのは、ロータリーの原

点から離れてきていることに原因があるのではな

いでしょうか。ロータリーとは職業を人のため、
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