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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    

本日は大阪東 RC の中川様と幸田様、岡田会員

の代理卓話者の岡田明子様の 3名のお客様をお迎

えしております。ごゆっくりお過ごしください。 

また、本日の例会には犬伏会員が 2か月ぶりに

お元気な姿を見せてくれています。今期は米山奨

学生のカウンセラーや重要な役職をお願いしてお

りますので、よろしくお願い致します。 

今週日曜日、芸術・文化同好会のお世話で泉屋

博古館と東山慈照寺を見学してまいりました。詳

細は週報に掲載されておりますが、私の家内と長

女も参加させていただき、素晴らしい企画に感動

し、益々RCが好きになってくれたようです。中村

匡克会員と芸術・文化同好会の皆様大変有難うご

ざいました。 

・・・・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｢梅の間｣) 

・・・・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))))        18181818：：：：00000000～～～～    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・7777 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・7777 月月月月 31313131 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

1．本日例会においてクラブ年会費改定に伴うクラ

ブ細則の変更について決議をとります。 

2．第 4 回若手ロータリアン勉強会・懇親会の案 

内をポスティングしています。 

3．本日よりクールビズ開始です。期間は 9 月最

終週迄です。 

4．配布物。ロータリーの友とガバナー月信。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのために４．みんなのために４．みんなのために４．みんなのためになるかどうかなるかどうかなるかどうかなるかどうか    

2015 年 6 月 12 日 第 1546 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

◎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((((6666 月月月月 11119999 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    

――――    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    ――――    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！｣｣｣｣    

岡本岡本岡本岡本    雄介会員雄介会員雄介会員雄介会員    

･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ヘンリー・マンシーニヘンリー・マンシーニヘンリー・マンシーニヘンリー・マンシーニ「「「「ムーン・リバームーン・リバームーン・リバームーン・リバー」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢琵琶湖周航の歌琵琶湖周航の歌琵琶湖周航の歌琵琶湖周航の歌｣｣｣｣♪♪♪♪    

････特別特別特別特別卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方｣｣｣｣    

大阪市北消防署大阪市北消防署大阪市北消防署大阪市北消防署    救急隊員救急隊員救急隊員救急隊員    

････7777 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    中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直「「「「夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出」」」」    



｢｢｢｢太らないお酒の楽しみ方太らないお酒の楽しみ方太らないお酒の楽しみ方太らないお酒の楽しみ方｣｣｣｣    

管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士    岡田岡田岡田岡田    明子明子明子明子氏氏氏氏    

((((岡田岡田岡田岡田    耕平会員紹介耕平会員紹介耕平会員紹介耕平会員紹介))))    

福井・・・雨ですね！ 

犬伏・・・お久しぶり。 

金髙・・・中村先生、曽我部先生、先週の京都の

観光ありがとうございました。 

小林・・・芸術・文化同好会の皆様、どうもあり

がとうございました。素晴らしい一日

でした。 

村上・・・誕生日自祝。事業所創立記念自祝。 

中村(不)・曽我部先生、中村先生、すばらしい京

都を案内していただきました。有難う

ございました。犬伏さんお帰りなさい。

元気になられて嬉しいです！！ 

岡田・・・芸術・文化同好会の京都ツアー楽しか

ったです。 

大本・・・岡田明子様、卓話楽しみです。明日の

コンペ楽しみです。会員研修、北村さ

んよろしくお願いします。 

大蔭・・・62 才になりました。皆様ありがとうご

ざいます。 

佐々木(宏)・明日ゴルフコンペお天気になります

ように！！来週、再来週と欠席します。 

瀬尾・・・犬伏さん、お元気そうです！ 

曽我部・・犬伏さんの全快を祝して。 

竹森・・・犬伏会員の全快を祝して。お帰りなさい。 

――――    第第第第 2222 回会員研修事業回会員研修事業回会員研修事業回会員研修事業報告報告報告報告    ――――    

会員研修会員研修会員研修会員研修委委委委員長員長員長員長    北村北村北村北村    光司光司光司光司    

平成 27 年 6 月 5 日(金)、例会終了後 13：40～

14：40、帝国ホテルにて第 2回会員研修事業を行

いました。｢Rotary ってなんですか？｣の｢B ロー

タリーの基本について(P22－)｣の抜粋を北村が説

明し、その後討議を行いました。委員からはそれ

ぞれの知識に基づく話があり、上記の理解が深ま

りました。 

 次のような議論がなされました。 

・同本の戸田元ガバナーのモットーは近江商人の

三方よしであった。 

・利己と利他との調和が重要。 

・日本には職業奉仕的な土壌があったので、RC

は入ってきやすかった。 

・金融資本主義でアメリカが虚業になっている

が、職業とは実業である。・職業奉仕の委員会で

の考え方では、内なる人づくりの他、外なる人

づくりとして外の人と一緒にやって、我々の倫

理を広めることがある。 

・RC の理念を現したロータリーの樹という絵が

ある。 

多くの方は「お酒を飲む

と太る」という風に解釈

されていますが、お酒そ

のもので太るのではな

く、飲みながら食べるお

つまみが大きな原因と

なっています。基本的に

揚げ物や油っこいものは避け、ビタミンやビタミ

ン B群を多く含む野菜サラダ、冷奴、枝豆、ナッ

ツ類、レバー。ミネラルを多く含む海藻サラダ、

お刺身盛り合わせ。タウリンを多く含む貝類、イ

カ、タコ等のお刺身、牡蠣、アサリの酒蒸し。 

こういったおつまみをチョイスしながらお酒を

飲めば太るという心配はなくなります。 

いつまでも美味しく楽しいお酒を頂くためにも

おつまみに注意し、週に一度の休肝日をつくる事

を心掛けて下さい。 

 

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

――――    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    ￥￥￥￥44448888,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,2,2,2,111166666666,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    



｢｢｢｢ロータリーの目指すものロータリーの目指すものロータリーの目指すものロータリーの目指すもの｣｣｣｣    

宇治ロータリークラブ宇治ロータリークラブ宇治ロータリークラブ宇治ロータリークラブ    内良内良内良内良    益雄氏益雄氏益雄氏益雄氏    

((((第第第第 2650265026502650 地区地区地区地区    京都府京都府京都府京都府    機械技術機械技術機械技術機械技術))))    

 今年も憂鬱な季節が来ました。次年度の役員に

対し、地区研修・協議会への出席要請が案内され

ています。当地区の地区研修・協議会は近年、奉

仕プロジェクト、ロータリー財団、公共イメージ

などの分科会に分かれています。この分類を見る

と、事業をするためにいかにロータリーが精力的

か、うかがわれます。 

松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

6月 6日(土)梅雨の合間の、これぞゴルフ日和と

いう気持ち良い日、西尾会員の紹介を得て交野カ

ントリークラブに於いて｢第4回大阪大手前RCゴ

ルフコンペ｣が開催されました。 

参加者 12 名による激戦の中、今年に入って 2

～3 回目という次年度会長の中林会員が NET78

の好スコアーで見事優勝されました。 

成績発表会では岡田会員と共に、次年度同好会

の新幹事として報告されました。近いうちに次年

度の計画が皆さんの手元に届けられると思いま

す。多くの方のご参加をお待ちしています。 

青少年青少年青少年青少年奉仕奉仕奉仕奉仕委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2015年 6月 6日(土) 13時～ 

場所：大阪研修センター江坂 

昨年、8 月に来日した交換留学生の語学を試す

ため、ROTEX 主催でスピーチコンテストが開催

されました。 

既に帰国している学生もおり、当地区から 7

名・2640地区から 1名の参加で行われました。日

――――    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 6666 月号より月号より月号より月号より    ――――    

――――    青少年交換留学生日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ青少年交換留学生日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ青少年交換留学生日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ青少年交換留学生日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ報告報告報告報告    ――――    

・青少年奉仕は、若い世代が仲良くなり、育つ、

外なる人づくりである。・業界で何のために仕事

をしているのか、クライアントのためになるの

かということを教えられ、RCも紹介された。 

・色々の奉仕の機会が増えている中、RC がいい

ものさしである。 

・職業としてのサービスは、いいサービスだけを

目指すのではない、会社としての健全性も大切

である。 

・もともと大阪に友人がおらず、親睦、奉仕を通

じていい交友、勉強ができた。 

・メンバーは皆親切で人に施し、裏に怖さがあっ

たが、交流でその恐れもうすらいできた。 

出席者は 12名(敬称略、アイウエオ順) 

大本、大蔭、岡本、金髙、小林、佐々木(宏)、曽

我部、辻村、松浦、松田、村上、北村 

皆様、ご参加、活発なご議論ありがとうございました。 

本語が凄く上達した学生もいれば、ちゃんと勉強

出来てなかったかなという学生もいました。審査

基準は、文化理解度・正確さ(日本語)・内容・流

暢さの 4項目です。 

上位 3名を発表し、ブラジルからの留学生ミリ

アムさんが 1 位｢未来を信じれば｣と言うタイトル

で日本へ旅立つまでの葛藤や思い、来日してから

の将来の自分像など、分かりやすく語ってくれま

した。来場者全員に歌をワンフレーズ一緒に歌わ

せたり、起承転結が有ってとても良かったです。 

2 位は当クラブ交換留学生のマルユッカさん

｢冒険｣と言うタイトル、自分自身をある女の子の

物語に置き換えて、留学への思いを流暢に語って

くれました。 

3 位はアメリカからの留学生アヌクさんで｢こ

けし｣というタイトルでこけしへの愛情をいっぱ

い語ってくれました。 

皆さん、甲乙つけがたいと講評でもあったよう

に、それぞれ約 1 年良く頑張ったと思います。あ

とわずかな時間ですが、関係者皆さんに感謝し、

日本文化を学び、大いに活躍して欲しいです。辻

村地区青少年交換委員・中林夫人・河野夫人参加

ありがとうございました。 

 

――――    第第第第4444回大阪大手前回大阪大手前回大阪大手前回大阪大手前RCRCRCRCゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ報告報告報告報告    ――――    



 国内ビジター 2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  1名   会 員 出 席  25名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 

<6 月 5 日の出席率 82.86％> 

Make up を含む 5/15 の出席率 90.32％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 本来、ロータリーは個人の人格の向上が最大の

目的であり、そのためには毎日ロータリー的行動

をする、あるいは、それを目標とする、というこ

とが大事です。 

 DLPを批判するのは、事業も大切ではあります

が、それ自体が目的となっている現状が危うく感

じられるからです。事業当日の達成だけで、いか

にもロータリーの目的を達成したかのような満足

感を得ているロータリアンのなんと多いことか。

これではロータリーに幻滅する会員もいるでしょ

うし、そういう人は黙ってロータリーを去ってい

くでしょう。これも会員増強の成果が出ない原因

かもしれません。 

 職業奉仕が大事であれば、新会員とともに考え

るべきでしょうし、職業奉仕がわかりにくいのな

ら、もっとみんなで楽しく学ぶ方法を見つけるべ

きでしょう。｢職業奉仕が金看板｣なんて口先だけ

で言わないで･･････。 

｢｢｢｢天海僧正百歳天海僧正百歳天海僧正百歳天海僧正百歳    長寿の秘訣長寿の秘訣長寿の秘訣長寿の秘訣｣｣｣｣    

鳥取ロータリークラブ鳥取ロータリークラブ鳥取ロータリークラブ鳥取ロータリークラブ    塩塩塩塩    宏氏宏氏宏氏宏氏    

((((第第第第 2690269026902690 地区地区地区地区    鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県    内科医内科医内科医内科医)))) 

 高僧と言われる人には、長寿者が目立ちます。

京都清水寺の貫主であった大西良慶さんは 107

歳、永平寺の宮崎奕保(えきほ)さんは 106 歳、宗

派を超えた仏教者の会｢何無の会｣会長を務めた松

原泰道さんは 101歳まで長生きしました。 

 安土桃山時代初期には、徳川家康、秀忠、家光

の三代に側近として仕え、家康の知恵袋といわれ

た天台宗の高僧、南光坊天海は、75歳で没した家

康よりもさらに長生きし、108 歳の天寿を全うし

たと伝えられています。江戸という時代にあって、

天海僧正はなぜそれほどまでに健康長寿でいられ

たのでしょうか。 

 ある時、家光が天海に長生きの秘訣を尋ねると、

｢長寿は粗食、正直、日湯(ひゆ)、陀羅尼(だらり)、

ときおり御下風あそばさるべし｣と答えたと言い

ます。粗食を重んじ美食、飽食を避けて、うそを

つかず、毎日入浴し清潔にして、ストレスをため

ず、声を出してお経を唱え、時には放屁するのが

健康長寿のためになる、という意味のようです。 

 また別の折には、｢気は長く、つとめは堅く、色

うすく、食は細くして、心広かれ｣と返答していま

す。短期にならず気は長く持って、真面目に仕事

をこなし、色欲はほどほどに、食事は腹八分目に

して、心はゆったり広く持ちなさい、と言ってい

るのです。天海僧正の長寿の秘訣の大事なところ

は、案外｢精神・心の健康｣にあるのかもしれません。 

 また天海は、故郷・会津の郷土食でもある納豆

汁をことさら好みました。食事はゴマ、昆布、コ

ンニャク、豆腐、納豆汁、野菜を中心にした玄米

食の精進料理でした。長寿には、適度なたんぱく

質が不可欠といわれています。納豆汁は、納豆と

みその両方の大豆からたんぱく質が摂取できる料

理です。納豆は、脳の老化を防ぐレシチンや、血

中コレステロールの濃度を低下させるサポニンな

どが含まれています。江戸時代初期までは、ご飯

にかけるよりも、みそ汁に入れて食べるのが一般

的だったようです。 

 職業別にみた寿命では、宗教家が一番の長寿だ

そうです。宗教家の寿命が長いのは、節食や読経

による精神の安定が指摘されています。 
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貧困のため素足で生活せざるを得ないフィリピ

ン・ネグロス島の子どもに、少しでもけがの心配

のない環境で楽しく遊び、通学してほしいとの願

いから、クラブでは同島に靴を贈る事業を行って

いる。 

今回は小矢部市立石動小学校の児童と保護者か

ら不用になった靴の提供を募り、約 200足を回収。

児童は｢このズックを履いてたくさん運動しても

らいたいです｣と手渡してくれた。靴は消毒後梱包

し、4月に現地に送った。 

 


