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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、米山奨学生のパオラ・アゴスティーニ

さんをお迎えしております。後ほど、自己紹介を

していただきますが、ようこそいらっしゃいまし

た。 

さて、先週土曜日、ゴルフ同好会のコンペで池

田カントリークラブに行ってまいりました。地区

行事と重なっていたため参加者も多くはなかった

のですが、楽しい一日を過ごさせていただきまし

た。同好会役員の皆様ご苦労様でした。 

さて、近時の円安とビザ緩和の影響もあって外

国からたくさんのお客様が観光に訪れています。

日本人の礼儀正しさと優しい対応、街の清潔さが

評判だそうですが、今週月曜日に乗った電車の車

内に丸めたティッシュが捨ててありました。往復

とも座った座席に放置されており、大変気になり

ました。外国人のマナーを批判する以前に、日本

人も襟を正す必要があるのかもしれません。 

1 若手ロータリアン勉強会に中林次年度会長、岡

本会員が出席されました。 

2 本日例会終了後、5月度定例理事会開催です。 

5 月の 1 週目より欠席者の方への週報の郵送を

止め、次週に手渡しさせて頂く事となりました。

管理費削減の一環として 5 月度理事会での決定事

項ですので皆様のご理解、ご協力をお願い致しま

す。 

従いまして、週報に同梱の各行事の案内につき

ましては原則 FAX でのお知らせとさせて頂きま

す。 

上記につきましては出席適用免除会員の方も含

みます。 
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2015 年 4 月 24 日 第 1540 回例会 
雑誌月間 

◎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◎次◎次◎次々々々々週週週週((((5555 月月月月 8888 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....ホァンホァンホァンホァン    

･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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢男性男性男性男性にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術にこそ知って欲しいアロマの活用術｣｣｣｣    

アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表アンスリール代表    星野星野星野星野    知子知子知子知子氏氏氏氏    

((((中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

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

5555 月月月月 8888 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｣    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢春が来た春が来た春が来た春が来た｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術笑顔を導くコミュニケーション術    

        ～悪性ガンを笑顔で超えて～｣～悪性ガンを笑顔で超えて～｣～悪性ガンを笑顔で超えて～｣～悪性ガンを笑顔で超えて～｣    

心理カウンセラー心理カウンセラー心理カウンセラー心理カウンセラー    

コミュニケーションサポート・ローズウット主宰コミュニケーションサポート・ローズウット主宰コミュニケーションサポート・ローズウット主宰コミュニケーションサポート・ローズウット主宰    

坂本坂本坂本坂本    弥生氏弥生氏弥生氏弥生氏    

((((三木三木三木三木    元昭会員紹介元昭会員紹介元昭会員紹介元昭会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ｼﾞｪｰﾑｽﾞｼﾞｪｰﾑｽﾞｼﾞｪｰﾑｽﾞｼﾞｪｰﾑｽﾞ････ﾎｰﾅ 「ーﾎｰﾅ 「ーﾎｰﾅ 「ーﾎｰﾅ 「ーIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHER」」」」    

――――    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ――――    



長谷・・・パオラ・アゴスティーニさん、ようこ

そ楽しんで下さい。松浦さま、卓話楽

しみにしています。 

金髙・・・パオラ・アゴスティーニさん、ようこ

そいらっしゃいました。松浦さん、卓

話楽しみにしています。 

木村・・・三木さん、松田さん、大本さん、｢ご迷

惑をかけました｣｢有難うございまし

た｣今日は発明の日、北村先生、お世話

になります。 

小林・・・先だって結婚記念日の御祝いいただき

ありがとうございました。 

松田・・・先週は皆様、私の卓話をお聞きいただ

きありがとうございました。本日、松

浦様の卓話、楽しみにしております。 

松浦・・・卓話の時間が、又、回ってきました。

宜しく。 

西尾・・・娘の婚礼祝いを頂きましてありがとう

ございました。先日のゴルフ同好会で

優勝し、重ねてお礼申し上げます。 

岡田・・・連続欠席のお詫び。 

大本・・・楽しいゴルフコンペありがとうござい

ました。松浦さん、卓話楽しみです。

パオラさんようこそ！木村さんありが

とうございました。 

佐々木(宏)・先日は第三回ゴルフコンペおつかれさ

までした。 

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

委員委員委員委員長長長長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

2015-16 年度｢少年少女ニコニコキャンプ｣実施の

案内です。会員の皆様も是非御参加下さい。宜し

くお願い申し上げます。 

開催日 2015年 7月 31日から 8月 2日 

場所 東大阪市立野外活動センター自由の森なるかわ 

申込期間 2015年 5月 11日から 6月 9日 

――――    米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生報告報告報告報告    ――――    

大阪大手前、大阪コミ

ュニケーションアート

専門学校CG映像クリエ

ーターのパオラ・アゴス

ティーニと申します。イ

タリアから参りました、

｢Buongiorno｣(こんにち

パオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニ 

は)と皆さんに。 

イタリアヴェネチア大学日本総合学科を卒業し

て、日本に 3 年間住んでいます。1 年半京都で留

学し、いろいろな国の人に出会って、日本の国際

的な環境に恋のようなものを感じました。 

京都造形大学校のアートプロジェクトに出たり

して、若い日本人に接することができましたが、

なかなか友達になれなくて、どうしてそうなのか

様々な疑問を持ち始めました。 

諦めにくいほうなので、いろいろな人に質問し

て、日本の内外の社会制度と上下関係を少しずつ

分かるようになりました。その時、その道に向か

って進めばいいかを決めるべき時になりました。

イタリアの常識ではなく、日本の文化はそういう

ことなのかを受け入れ、お互いを認め、必要な量

だけ活用し合い、共存していくことにしました。

もちろん簡単なものではなく、今も頑張っていま

す。毎日楽しいです。 

また、日本語学校の時、茶道や舞踊などの経験

しに行ったりして、日本の伝統的な面をよく味わ

いました。その間に、きれいな着物を何回も着せ

てもらって、分かったことは着物は私に全然似合

わないことです。異常に悲しいことです。 

一年半後、京都文化日本語学校を卒業し、大阪

コミュニケーションアート専門学校に入学して、

CGの勉強を始めました。皆さん、CGというのは

ご存知でしょうか？簡単にいうとゲームや映画の

VFXなどを作るためのテクニックです。 

 しかし、私にとっては夢の世界を作り出すツー

ルです。このツールを使って、人の心を触れ合う

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥34343434,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,902902902902,000 ,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    ――――    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    



 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  24名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  6名 

<4 月 17 日の出席率 62.50％>  

Make up を含む 3/27 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

｢｢｢｢私のロータリー、あれこれ私のロータリー、あれこれ私のロータリー、あれこれ私のロータリー、あれこれ｣｣｣｣    

松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男 

今年の 11月で私もロータリーに入会して 20年

目を迎えます。しかし今もなお迷うことの多いロ

ータリーライフを送っています。ただ、それでも

書き留めておきたい幾つかの思いを今回の卓話を

使ってふれてみたいと思います。 

例会出席と出席の補填 

リテールサポートを指名とする自分の職業上、

全国を走り回りながら出席義務を果たす事が一番

の課題でした。入会した当初は例会の前後 1週間

のMUでしたから特に大変でした。 

ただ他にとりえのない自分にとって、これだけ

は守るために皆出席に挑戦することを決めまし

た。20 年の皆出席までは続けたいと思っていま

す。 

奉仕とニコニコについて 

入会した 1995 年は阪神大震災が起こった年で

した。被災地へのいろいろな支援と同時に、遺児

としての小島汀さんの成長を願ってロータリーク

ラブとして出来るだけ有用な支援にたちあがった

年でもありました。 

例会の受付では毎週欠かさず奉仕のためのニコ

ニコへの参加を会長、幹事、SAAの皆さんが呼び

かけていました。そうした姿を目にすることで、

ロータリアンとして活動していく意義を私なりに

見出していったのかもしれません。 

親睦について 

新入会員が所属する委員会は当クラブでは

SAAか親睦活動委員会と決まっています。 

一つには受付に立って多くの会員に接する機会

ができること、会員の各種の祝い事に触れたり、

MU で当クラブの例会に出席されるロータリアン

と出会える機会に恵まれる、そんな意味もあるか

と思います。 

またロータリアンとして地域社会に貢献してい

く上で家族の理解と協力を得ることが大切だから

かも知れません。他の家族も参加する種々の行事

に、会員と家族が共に参加する意義もそこにある

のではないかと思います。 

姉妹クラブとの交流は、多くは国際奉仕として

の WCS 事業にあると思いますが、姉妹クラブの

なかでの親睦交流も大きな意義があるのでは、と

思います。 

委員会活動について 

現在の大阪大手前 RC では全ての会員がクラブ

管理・運営に関する｢クラブ奉仕部門｣の各種委員

会と、各種の奉仕プロジェクトを担当する｢奉仕活

動部門｣の各種委員会の二つの委員会に所属する

ことになっています。 

クラブの運営にとってこの委員会活動の活性化

が非常に重要になってきているように思います。

次年度の私の所属委員会は｢会員組織委員会｣です

ので、少しは委員会活動の活性化のことを考えて

いきたいと思います。 

ことができる、又、社会的な問題について社会人

に考えさせたいです。 

 そして、日本に来てはじめて、私の経験した環

境で、自分のことを成長ができる国際的な仕場で

結果を出したいです。そうすれば、経済的なチャ

ンスがない人にも自分の夢を叶える道が開けるこ

とでしょう。 

 最後に、いつか歴史に名を刻みたいという夢も

あります。以上です。 

 

 

――――    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 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    

紀の国みかんどりのトマト煮込み紀の国みかんどりのトマト煮込み紀の国みかんどりのトマト煮込み紀の国みかんどりのトマト煮込み    

お野菜を添えてお野菜を添えてお野菜を添えてお野菜を添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

濃縮乳濃縮乳濃縮乳濃縮乳のミルクプリンと桜のソルベのミルクプリンと桜のソルベのミルクプリンと桜のソルベのミルクプリンと桜のソルベ    

苺のコンポートと共に苺のコンポートと共に苺のコンポートと共に苺のコンポートと共に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



ません。 

 1985年、ポリオプラス・プログラムが開始され

ました。軌を一にして 84 年『手続要覧』から、

突如、決議 23‐34 が削除され驚きましたが、日

本のロータリアンの抗議により 89 年の『手続要

覧』で復活しました。 

 ｢一業種一会員の原則｣と｢規則的例会出席の原

則｣の二つはロータリーの核にあるものですから、

このいずれかでもなくなると、それはもはやロー

タリーとは言えなくなります。 

 前者は 2001 年の規定審議会で廃止され、後者

は 1968 年以降、度重なる規制緩和によって有名

無実になってロータリーの核がなくなってしまい

ました。今や、ロータリー主催であればゴルフコ

ンペでもメークアップでき、E クラブなるものに

至っては理解の範囲外にあります。 

 ロータリーはどこへ行ってしまうのでしょう

か。われわれは、20世紀初頭の輝かしいロータリ

ーの原点を学び、その本質に回帰すべきです。 

※参考 佐藤千壽著『道徳と資本』 

佐藤千壽、深川純一著『双鯉雁信帖』 

・・・・4444 月月月月 24242424 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

新入会員歓迎会 

   (帝国ホテル 23階｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・5555 月月月月 5555 日日日日((((火・祝日火・祝日火・祝日火・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｣) 

・・・・6666 月月月月 11112222 日日日日((((金金金金))))        11113333：：：：44440000～～～～    

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・・・・6666 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

7月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

｢｢｢｢ロータリークラブ在籍ロータリークラブ在籍ロータリークラブ在籍ロータリークラブ在籍 50505050 年に思う年に思う年に思う年に思う｣｣｣｣    

明石西ロータリークラブ明石西ロータリークラブ明石西ロータリークラブ明石西ロータリークラブ    多胡多胡多胡多胡    健吾氏健吾氏健吾氏健吾氏    
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私がロータリークラブに入会してから 50 年が

経過しました。私にとってロータリーライフは 50

年前も今も相変わらず楽しく有意義なものであ

り、ロータリーの綱領(目的)と決議 23‐34はとて

も魅力的で常に念頭にあり続けました。 

 しかしロータリーは大きく変わりました。端的

に言えば国際ロータリー(RI)の方針が変わってし

まいました。 

 その転機は 1978 年にロータリー財団が提唱し

た 3‐H(保健、飢餓追放および人間性尊重)運動に

あると思います。これによって大義名分の支持と

協力を全世界のロータリアンに要請してきまし

た。 

 当時、これは決議 23‐34 の中にある、クラブ

は社会奉仕活動を自主的に選ぶことについて絶対

的な権利を持ち、RIはいかなる社会奉仕活動もそ

れを命じたり禁じたりすることは絶対にしてはな

らないという事項に抵触すると、多くの日本のロ

ータリアンが疑問に思いました。 

 それまでロータリー財団はその創立時の目的で

あった国際親善奨学金制度に代表される、教育的

プログラムが主流でしたが、3‐H 運動実施を契

機とし、一気に人道的支持、慈善事業へと傾斜し

ていきました。2013年、未来の夢計画が全地区に

導入されたことにより、世界に誇るべき国際親善

奨学金制度は事実上崩壊し、ポリオプラス・プロ

グラムに力が注がれていることが典型といえるで

しょう。 

 もちろんその目的とするところに異論はありま

せん。人道的支援が必要なことも明らかです。わ

れわれはこれらの問題に関心は持たなくてはなり

ませんが、今や RI はその原点をおろそかにし、

ロータリーの軸足は人道的支援、慈善事業、寄付

行為に偏っています。人道的支援の寄付額につい

ていえば、ロータリー財団が長年募ってきた浄財

は、アメリカの一富豪のそれとは比べものになり
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