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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    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 4名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  5名 

<8 月 28 日の出席率 83.33％>  

Make up を含む 7/31 の出席率 92.31％ 

今週の週報掲載のとおり、台北百齢 RC への短

期留学生の金髙紗奈さんが、一か月間の留学を終

えられます。 

金髙直前会長と河野国際奉仕委員長と共に、30

日(日)からお迎えと台北百齢 RC の皆さんにお礼

を申し上げに行ってまいります。 

 紗奈さんの報告では、あちらで楽しく充実した

生活を送っているようで、良かったです。 

今回も台北百齢 RC の皆さんには、本当に手厚

い歓待を行っていただき、6 年前に私の娘と姪が

お世話になった時の事を思い出します。当クラブ

を代表して、しっかりと感謝の意を伝えてまいり

ます。 

 次に、毎回お世話させていただいてます 9月 12

日(土)の 3 クラブ合同奉仕事業の件ですが、天満

橋 RC、中之島 RC とも協議の結果、メンバーの

ご家族の方々にも是非一緒に参加していただこう

という事になりました。急なお誘いですが、ご家

族へのお声がけをよろしくお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 9 月 4 日 第 1557 回例会 
基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 

◎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((((9999 月月月月 11111111 日日日日))))ののののお知らせお知らせお知らせお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢卓話雑感卓話雑感卓話雑感卓話雑感」」」」    

曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラー「「「「天使の合唱天使の合唱天使の合唱天使の合唱」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 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    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈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．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    ――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・先週もお伝えいたしましたが、9月 4日(金)例会

終了後に臨時総会を開催致します。会員の皆様、

ご出席の程宜しくお願い致します。 

・本日、ポスティングしております 11月 21日(土)

に開催されます「第 2660 地区第 6 組ロータリ

ーデー」の案内です。当クラブの親クラブにあ

たります大阪天満橋ロータリークラブがホスト

クラブを務められます。会員皆様の全員参加を

お願い致します。なおオープン参加ですので家

族・知人の方も是非ご参加ください。出欠の締

切が 9月 18日(金)までとなっております。期日

までに返事の程宜しくお願い致します。 

･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    

････クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム((((社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕委員会委員会委員会委員会担当担当担当担当))))    

｢｢｢｢三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業三世代クラブ合同社会奉仕事業についてについてについてについて」」」」    

辻村辻村辻村辻村    和弘社会奉仕委員長和弘社会奉仕委員長和弘社会奉仕委員長和弘社会奉仕委員長    

････臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    新井満新井満新井満新井満「「「「千の風になって千の風になって千の風になって千の風になって」」」」    



朝槻・・・瀬尾さん、トマ・ピケ私考って何？楽

しみです。 

福井・・・体力／気力／知力すべて DOWN 

長谷・・・瀬尾さん、卓話楽しみです。 

鹿野・・・いつもお世話をかけます。 

木村・・・吉澤みちよさん、長谷川あやさん｢いら

っしゃい｣ 

河野・・・匡克先生、昨日はご馳走になり有難う

ございました。お気遣いいただき有難

うございます。 

中村(匡)・今夏も無事元気で暑さを越せそうで、

感謝です。 

中田・・・瀬尾さん、卓話楽しみにしておりまし

た。 

岡本・・・岩崎樣、溝畑樣、ようこそおいでいた

だきました。 

瀬尾・・・前回理事会欠席のおわび。 

田中・・・お久しぶりです。 

短期短期短期短期交換留学生交換留学生交換留学生交換留学生    金髙金髙金髙金髙    紗奈紗奈紗奈紗奈    

いよいよ台湾での生活もあと一週間ちょっとに

なりました。今週も先週と同じく毎日ロータリーの

皆さんに色々な所へ連れていってもらいました。 

月曜日は Hermanさんの The North Faceのお店

へ行きたくさんのプレゼントを頂きました。ラン

ニング用のウェアを上から下まで買っていただき

ました。総額五万円越えていたそうです(汗)夜は

T.Mさんと日本料理を食べに行きました。 

｢｢｢｢トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考｣｣｣｣    

瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一公一公一公一    

トマ・ピケとは何者? 

Thomas Piketty 

トマ・ピケティ 1971生 

フランスの経済学者で

あり、パリ経済学校の教

授。[21世紀の資本]の著者

――――    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    ――――    不平等が増す基本的な力が 資本収益率＞経済成

長率 という関係式で表現できるとされる。 

資本収益率は常に経済成長率を上回るため、持

てる者は持たざる者より、より早く富を蓄積でき

るため、格差は広がり続ける。資産家ほど財産が

増え財産を相続で子孫が受け継ぎ富める者は益々

富む。 

格差社会が固定すれば真の民主主義を維持して

いくことができないのではないかという危機感が

出てくる。 

また、所得格差は教育格差につながり裕福な子

弟は質の高い教育を受けることができるため、そ

れがまた格差を固定するとも言っている。 

したがって、解決策としては現実的には難しい

けれども全世界的な資産への課税強化を実施して

いくべきだと提案している。 

さて、ピケティが言う解決策として国際的な協

調に基づく課税強化が難しいという原因として世

界的な課税に対して立ちはだかる壁であるタック

スヘイブンの存在があり、高額所得者や大企業に

よる脱税、租税回避やマネ－ロンダリングやテロ

資金への関与さらに巨額投機マネ－･･･規制の掛

からないマネ－ゲ－ムからの金融危機の組成の温

床があるため、日本も国際的な対抗策の模索も始

められている。 

格差の拡大はすなわち最大多数の中間層の没落

であり、国を支えるべき最大多数の危機を迎えて

いるのではないか。さらに少子化、高齢化が追い

打ちをかけ国を代表すべき中間層の不在はともに

民主主義社会の危機を迎えると考えられるため、

モラルで解決できない故に世界的な統一された施

策が求められているのは間違いない。 

であり、経済の専門書でありながら、去年の発売

以来アメリカではベストセラ－となり、日本でも

売れている。社会主義的影響による経済的不平等

の専門家としてみなされる。 

本の特徴 

過去 200年の様々の国の膨大なデ－タを収集し

そのデ－タより導き出されたものとして、経済的

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33333333,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥333377773333,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告    ――――    

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

日 時：2015年 8月 28日(金) 

審議議案： 

１．別紙の通り三世代クラブ社会奉仕事業に家族

の参加を認める旨、承認。 



なってると言われてとても嬉しかったです！ま

た、先週よりもスムーズに中国語を喋れるように

なり休み時間の同級生との会話もますます楽しく

なりました。また、授業中には問題にもスムーズ

に答えられるようになり達成感がありました。 

残りあと 2日だとは全く感じないくらい台湾の

生活に慣れて来ました。あとちょっとしかなくと

ても寂しいですが残りも精一杯楽しみたいです!! 

火曜日の放課後は Tracy さん Gloria さんと

Gloriaさんの娘さんと陽明山に行きました。お昼

ご飯の地鶏もとても美味しく、また陽明山の幻想

的な雰囲気に包まれとても幸せでした。 

水曜日は James さんの奥さんと Jenny ちゃん

に淡水へ。湖が目の前にあり、潮の香りがする街

でした。夕ご飯の排骨猪肉丼も凄く美味しかった

です。 

また、淡水名物の鉄卵が私の口にとても合い次

の日の朝も鉄卵でした（笑）夜景もとても美しく

淡水が観光の人気スポットである理由がよく分か

りました。 

木曜日は Robert さんとロータリーの役員の皆

さんと円山大飯店へ。北京ダックと記念撮影をし

たりしました。 

金曜日は Amy さんと由化街へ。アクセサリー

を選んで頂いたりお洒落な珈琲ショップに連れて

行って頂いたりしました。 

夜ご飯は台湾の食材を使ったイタリアンでお野

菜がとても甘くとても美味しかったです！また、

デザートのマンゴーが本当に甘くてジューシーで

今までで一番美味しいマンゴーでした！また夕ご

飯の後にチャイナドレスに合う靴も買ってもらい

ました。 

土曜日は Helenさんと娘さんと野柳へ。とても

不思議な形をした岩がたくさんありました。昼は

漁港で海鮮料理を。スープがとても美味しく、こ

の中に入ってるコリコリした魚は何なのか聞いて

みるとイカだと言われ、日本とは違う食べ方をす

るんだなと思いました。 

それから山の上にある美術館へ。沢山のユニー

クなオブジェがあり沢山の面白い写真を撮りまし

た。夜は Helenさんの家の近くの台湾料理へ。家

族連れが多く、ホントの台湾の家庭料理なんだと

感じました。 

日曜日はホストマザーとジムへ行き、ボクシン

グをしました。とてもいい汗をかき気持ちよかっ

たです。昼ご飯は有名な炒飯のお店に行きました。

夜は大手前ロータリークラブの方々と一緒に広東

料理へ。久しぶりに日本語を喋る環境になりとて

も不思議な感覚でした。 

学校では、先生に先週よりもだいぶ発音が良く

地区青少年交換委員地区青少年交換委員地区青少年交換委員地区青少年交換委員    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2015年 8月 29日(土)9：30～11：30  

場所：大阪市立長居ユースホテル 多目的室 

2014－2015 年度地区青少年交換プログラムで

約 1 年間各国へ留学生していました。学生たちの

帰国派遣学生報告会が行われました。交換留学生

9名と短期交換留学生 1名の合計 10名の報告が行

われました。 

今回は、2015－2016 年度交換留学生として海

外から来日した学生のオリエンテーションも兼ね

ており来日学生たちは 27 日から 2 泊 3 日で日本

のしきたりや作法などを学んでいただく場所でも

ありました。 

さて、10名の報告のうち 2名はビデオでの報告

になりましたが、皆さん留学される前よりもやは

り一回りも二回りも大きく見えました。目の輝き

が違いました。 

当クラブからの留学生「坂田成実さん」の報告

が有りました。言葉使いや話の構成、とても良か

ったです。ビックリさせられたのは、｢日本を離れ

て、自国への関心が湧き、日本の素晴らしさ、そ

して一 日本人として自覚した問題点をどうにか

しなくてはならないと思いました。 

今の私の将来の目標は、“日本人が、良い国だな

 

 

――――    地区青少年交換地区青少年交換地区青少年交換地区青少年交換委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣は難解か？は難解か？は難解か？は難解か？    

それではどうして｢職業奉仕｣の概念が生まれて

来たかをたどってみます。1905年ポール・ハリス

達 4 名でロータリークラブが創立されましたが、

間もなく奉仕の思想が生れました。 

ロータリーは当初親睦から始まりましたが、そ

の当時の考え方が①親睦と物質的相互扶助による

事業の発展と②会員同士の積極的な商取引、原価

提供であったことから、それは会員間の利益交換

に過ぎないと云う批判があり、それを主張した、

ドナルド・カーターの入会を期にポール・ハリス

は定款を改訂し、クラブの親睦で培ったエネルギ

ーを挙げて、世のため、人のため、に放流しよう

と提唱し、ロータリーは職業人の集まりであり、

職業人の倫理運動と云う側面で奉仕の理念を深め

て行くことになりました。そして社会奉仕の定例

としてシカゴ市の公衆便所設置運動を行って行き

ました。 

引用文献 

①木越正司：2015～16年度のための地区研修協議

会資料 ～職業奉仕の考えを拡めて人材を育成

しよう～ 

②庄野晋吉：2015 年 5 月 9 日第 2 回職業奉仕新

旧委員長会議資料 ～ロータリーの原点は親睦

と奉仕～ 

③戸田孝：2009～10年 2660地区職業奉仕委員会

編 ～ロータリーの真髄｢職業奉仕｣を語る～ 

――――    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    ――――    

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (須磨海浜水族館) 

・・・・9999 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・9999 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

・・・・10101010 月月月月 9999 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

三世代クラブ合同例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))            

指名委員会 

   (場所未定) 

・・・・11111111 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

IM第 6組ロータリーデー 

   (コングレコンベンションセンターホール) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))    18181818：：：：30303030～～～～21212121：：：：00000000    

地区大会第1日目RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

   (リーガロイヤルホテル｢光琳の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((土土土土))))    11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030    

地区大会第 2日目本会議 

   (大阪国際会議場 5F メインホール) 

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

――――    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    ――――    

と心から思える日本“を造る一部になるという事

です｣と締めくくりました。 

これだけの事を感じて、大きく目標を持ち、交

換留学の意義を改めて思い直すことが出来まし

た。 

 

 

 

 

 

――――    ｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣コーナーコーナーコーナーコーナー    ――――    

・ホームクラブ 12ヶ月皆出席表彰 

金髙 好伸・中村 不二 

・1ヶ年皆出席表彰 

松田 喜則 

・2ヶ年皆出席表彰 

朝槻 真紀子 

・7ヶ年皆出席表彰 

長谷 裕代 


