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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    

明日、新大阪RCの30周年記念式典に出席してま

いります。今から丁度10年前、同クラブの20周年

記念式典に当時の松浦会長とともに幹事として出

席しており感慨深いものがありますが、日時の経

過は早いものです。 

本日、本年度最終理事会が開催されますが、1

年もあっという間に経過しそうです。来週は台北

百齢記念式典に出席し共同で社会奉仕事業を行っ

てまいりますが、参加される会員と家族の皆様宜

しくお願い致します。 

・5月 29日(金)通常例会場所変更の件ポスティン

グをしています。例会場所が変わりますので当

日のお食事内容も変わります。期日までに出欠

をお知らせ下さい。 

・例会終了後6月度新旧合同理事会があります。役

員及び理事の方は宜しくお願い致します。 

・・・・国際国際国際国際奉仕奉仕奉仕奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員委員委員委員    関関関関    謙二謙二謙二謙二    

台湾訪問ツアーの出発集合時間は関西国際空港

4Fの Eカウンター前に、平成 27年 5月 23日(土)

午前 8時になっていますので、よろしくお願いし

ます。エアーチケット、予定表は各自に郵送して

おりますので確認して下さい。 

本日、次年度ロスター作製の案内をポスティン

グしました。5月25日が提出期限です。ご回答宜

しくお願い申し上げます。 

・・・・芸術芸術芸術芸術・・・・文化文化文化文化同好会同好会同好会同好会    

曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

5月31日に行います住友泉屋博古館と銀閣寺見

学会と夕食会ですが、現在 13 名の出席となって

います。今からでもご出席お申込み OKです。 
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2015 年 5 月 22 日 第 1543 回例会 

◎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((((5555 月月月月 22229999 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    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢フランス料理を楽しみましょうフランス料理を楽しみましょうフランス料理を楽しみましょうフランス料理を楽しみましょう｣｣｣｣    

西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也会員会員会員会員    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

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

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢花は咲く花は咲く花は咲く花は咲く｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢私が提案する人事評価“頑張る”って何？｣私が提案する人事評価“頑張る”って何？｣私が提案する人事評価“頑張る”って何？｣私が提案する人事評価“頑張る”って何？｣    

中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子会員会員会員会員    

･次年･次年･次年･次年度クラブ協議会度クラブ協議会度クラブ協議会度クラブ協議会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    アンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオン「「「「愛につつまれて愛につつまれて愛につつまれて愛につつまれて」」」」    



｢ニコニコ箱と吉田松陰からの学び｢ニコニコ箱と吉田松陰からの学び｢ニコニコ箱と吉田松陰からの学び｢ニコニコ箱と吉田松陰からの学び｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二不二不二不二    

『吉田松陰』 

幕末の志士。長州藩士。杉百合之助の次男。名

は矩方(のりかた)。字は義卿、通称寅次郎。別号、

二十一回猛士。 

兵学に通じ、江戸に出て佐久間象山に洋学を学

んだ。常に海外事情に意を用い、1854 年(安政 1

年)米艦渡来の際に下田で密航を企てて投獄され

る。のち萩の松下村塾(しょうかそんじゅく)で子

弟を薫陶。安政の大獄に座し、江戸で死亡。著｢西

遊日記｣｢講孟余話｣｢留魂録｣など。(1830～1859) 

『ニコニコ箱について』 

SAAの任務の一つとして、集金係があります。

20世紀初頭にロータリークラブがはじまった頃、

シカゴロータリークラブの収入のほとんどが今の

日本で言うところの｢スマイル｣ニコニコボックス

に集まるものと一緒で、ユニークな罰金理由とし

て、｢会合に遅刻した！｣｢例会にロータリーの襟章

を着け忘れました｣｢誕生日です｣｢結婚記念日で

す｣｢絶対内緒ですが、ちょっと良いことがありま

したので｣というものがありました。 

当 2660 地区のニコニコ箱の元祖は、大阪ロー

タリークラブの｢罰金箱｣から始まり、その後｢良い

箱｣とも称しましたが、今では｢ニコニコ箱｣という

呼び名が定着し、現在では他の地区でも多く利用

されています。 

会員をはじめ、会員の家族、親族、事業所など

で喜び事や祝い事があった時に、ニコニコ箱に寄

付を入れる習慣です。個人の自発的な寄付行為で、

強制はありません。 

ニコニコ箱の寄付金は、奉仕活動基金に使用さ

れています。ロータリー活動の基本は、毎週一回

例会に出席し、ロータリーの哲学である奉仕の心

を学び、それを通して親睦を深め、それによって

更に奉仕の心を深め充実させていくところにあり

ます。 

｢ニコニコ箱｣の寄付金がクラブ奉仕活動事業に

使われていることを思い出していただき、ニコニ

コ箱への寄付を自発的な行動でしていただければ

幸いに思います。 

｢会｢会｢会｢会員増強について員増強について員増強について員増強について｣｣｣｣    

関関関関    謙二謙二謙二謙二    

会員増強を強化するために、職業別に 4チーム

に分けました。各チームにおいて 1名以上の会員

増強活動に協力をお願いします。 

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

朝槻・・・不二さん、松陰学ばせて下さい。 

長谷・・・村上さん、スピーチがんばって下さい。

中村さん卓話の中のニコニコのお話と

吉田松陰からの学び、楽しみです。 

金髙・・・本年度最終理事会、よろしくお願い致

します。 

北村・・・5/31 ミナミライブハウスで 15：30～

ラテンバンドで出演。お時間があれば

お越し下さい。 

村上・・・よろしくお願いします。 

中村(不)・本日卓話です。宜しくお願いします。 

中村(匡)・ゴルフコンペ欠席のお詫び。 

中田・・・中村不二さん、卓話お願いします。ニ

コニコ箱と吉田松陰ですか！？ 

岡田・・・中村不二さん、卓話楽しみです。 

曽我部・・金髙会長様より結構なものをいただいて。 

田中・・・お久しぶりです。 

辻村・・・次週 22日、例会、次年度クラブ協議

会欠席します。マルちゃんと広島研修

旅行に行ってきます。 

 

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

日 時：2015年 5.月 15日(金) 

審議議案： 

1．新会員村上五百子氏の委員会所属に関してクラ

ブ運営部門は｢SAA｣、奉仕部門は｢社会奉仕委

員会｣とする旨、承認。 

――――    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    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥38,000 38,000 38,000 38,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 ----＞＞＞＞    



平成 7年から社会福祉法人の理事長としての責

務をはたしています。朝は 10km走り、世界中の

マラソンに出場していました。4時間 10分～5時

間で走っていました。60才で足を悪くして今は 1

日 10000 歩、歩いています。ゴルフは 20 年続け

ましたが、手の腱鞘炎で休憩中です。 

父も得度をしたお坊さんでした。私もあとを継

ぎ得度をしてお年寄りで家族のいない方がお亡く

なりになった時、御浄土に送るお経を読み心から

手を合わせます。私は笑顔が自然に出るためか、

お年寄りに愛してもらっています。いつも手や体

をさわってもらっています。 

健康のある限り施設のため、役立ちたいと思い

ます。原稿を書くだけでは私を中々理解してもら

えないと思いますが週一回お会いして徐々に理解

をしてもらおうと思っています。ありがとうござ

います。 

――――    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    ――――    

村上村上村上村上    五百子五百子五百子五百子    

    会長会長会長会長    金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    

5月 16日、新大阪 RCの 30周年記念式典に出

席してまいりました。当日は、ホテル阪急インタ

ーナショナルにおいて、特別例会に続き祝宴が催

されました。台湾や地元のお客様が多数出席され、

同クラブが多彩な活動をされていることがわかり

ました。 

式典に続く祝宴は和洋を織り交ぜた多数のアト

ラクションで彩られ、盛大で心温まるものでした。

新大阪 RC のますますの発展をお祈りいたしま

す。 

――――    新大阪新大阪新大阪新大阪RCRCRCRC 創立創立創立創立30303030 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典報告報告報告報告    ――――    

幸せな職業人として 53

年間、思い返すこともな

く走り続けました。人生

20才で保母として向えて

もらい、園児達と日々く

らして来ました。 

｢｢｢｢無料の結婚式無料の結婚式無料の結婚式無料の結婚式｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

時は今を遡ることウン十年、富良野で冬季国体

があった時のことでした。バイアスロン競技の開

会式に出席するため少し早目に会場に着きまし

た。役員や支援隊の陸上自衛隊の人たちが準備を

しています。その中で一人だけみんなから離れて

黙々と雪の塊を削っていた自衛隊員がいました。

彼の位置を最前列にしてたくさんの椅子が並んで

いました。くもり空の雪の広場でした。 

 やがて時間が過ぎて用意が整うと、役員、選手

が整列しました。会長挨拶というところですが、

当時の日本ライフル射撃協会理事長安齋實さん

は、『これより結婚式を執り行う、君たちは全員参

列者だ』という言葉から行事が始まりました。何

かの冗談かと思っていたら本当の結婚式だったの

です。前にあった雪の塊はウェディングケーキに

変わっていました。安齋さんの説明では、北海道

代表の『O 君』がやってきて『国体の会場で結婚

式をしてもらえませんか？』『おいお前、国体は国

の行事だぞ！そんな私事に使っていいのか！ライ

フル協会だけならまだしも、自衛隊や地元の都合

もあるだろう』と一応はたしなめましたが、『主に

迷惑をかけるのは自衛隊、参考までに聞いてみて

やろう』と返事をして、支援隊の隊長さんに『こ

んなことを言って来たのですが…。』と伝えたとこ

ろ当然断られると思っていたら、『やりましょう』

の一言をいただきこの結果になったのでした。 

牧師も僧侶も立ち会わず、みんなの前で結婚届

けにサインして、理事長の一言『二人を夫婦と認

める、みんないいな！』『オー』でめでたく夫婦が

誕生しました。それだけではあまりにあっけない

ので，新婦は小学生に混じってコースの点検試走

グループの一員として出発、みんなからの『必ず

完走しろよ！』の笑い声に送られて出て行ったの

ですが、何とか遅れずに戻ってきました。 

それから数十年、数年前の新聞に彼がまだバイ

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――     

 

 



 国内ビジター 0名   会 員 数  37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  9名 

<5 月 15 日の出席率 74.29％>  

Make up を含む 4/17 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・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｣) 

・・・・5555 月月月月 22223333 日日日日((((土土土土))))        11118888：：：：00000000～～～～    

台北百齢 RC28周年記念例会 

   (台北花園大酒店) 

・・・・5555 月月月月 29292929 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44445555～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

企業見学 

   (雷テクノロジーセンター) 

・・・・5555 月月月月 29292929 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

企業見学懇親会 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・6666 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：10101010 集合集合集合集合    

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

ときに役立ててもらうことができれば幸いです。

なお、今回の費用の一部はロータリー財団の地区

補助金を活用しました。 

(原田寛・記) 

アスロンをやっていることが写真入りで報じられ

ていたのを見たとき懐かしく思い出しました。 

この前年、上越国体のバイアスロンに初めて出

場した時、安齋さんから『おい、多田君、無事に

帰ってきてくれよな！独り未帰還、遭難対策準備

は勘弁してくれよな！』とニヤリと笑いながら言

われた時には少し腹が立ちましたが、公式練習が

終わった時の『あれなら帰ってこれるだろう』と

いう言葉にはもっと腹が立ったものでした。今は

懐かしい思い出です。 

｢｢｢｢安心なまちを目指して区役所に安心なまちを目指して区役所に安心なまちを目指して区役所に安心なまちを目指して区役所に AEDAEDAEDAED寄贈寄贈寄贈寄贈｣｣｣｣    

東京江北ロータリークラブ東京江北ロータリークラブ東京江北ロータリークラブ東京江北ロータリークラブ    

((((第第第第 2580258025802580 地区地区地区地区    東京都東京都東京都東京都))))    

 現在、クラブ所在地の足立区では、地域や警察

ほか関係団体が連携し、一丸となって犯罪のない、

美しい住みよいまちを目指す｢ビューティフル・ウ

ィンドウズ運動｣を展開しています。｢『美しいま

ち』は『安心なまち』｣として運動を展開しており、

幼児から高齢者に至るまで、各年齢層が安心して

住めるようにすることはとても素晴らしい考えで

す。クラブではこの運動に賛同し、連携したいと

考えています。 

 足立区役所には多数の来庁者があり、そのうち

高齢者は、平均で一日 9000人が訪れるそうです。

高齢者は心臓の停止を伴うような突発的な身体的

障害を生じることが多く、その際は緊急事態に対

処するためのAED(自動体外式除細動器)が必要で

すが、区役所中央庁舎に一台あるだけで、三か所

に分かれている庁舎のすべてにはこれまで対応で

きていませんでした。 

 そこで、当クラブが今年度、創立 55 周年を迎

えたのを機に、社会奉仕委員会の事業の一環とし

て、10月 31日、AEDを贈りました。 

 クラブとして｢ビューティフル・ウィンドウズ運

動｣にいくらかでも役に立てるよう、また、区民の

安心のために区役所に置いてもらい、何かあった
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