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朝槻・・・よいお天気ですね。すっかり秋景色で

すね。お元気ですか？オリンピックで

不祥事続きの我が国。＜政府・官僚を

叱る講演を頼まれました＞壊れた日本

の取戻しだけが望みの私にやっと、そ

のチャンス。同日、料理の服部先生・

藤野真紀子先生に｢食育｣の助っ人を御

願いしました。美しくやり遂げたいで

す。日本のジャンヌダルクより。 

福井・・・お久しぶりです。 

犬伏・・・秋晴れが続いています。 

鹿野・・・体重減がんばります。 

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    

先週、立野純三ガバナーにご訪問いただき、例

会前に 1時間程お話しさせていただきました。 

 ガバナーとお話をしていて、変革を実践されて

いるガバナーの大変さというものを実感した次第

です。その時、同時に｢大手前ロータリークラブの

会長を拝命している自分はどうなのか？｣と自問

し、日々を、毎週の例会を、ただ流れに従ってこ

なしているだけではないのかと、と感じました。 

 以前メンバーの皆様に｢お気づきの点があれば、

忌憚なくアドバイスをして下さい。｣とお願いした

のですが、ぜひ色々なご意見を頂戴したいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

････芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会    

曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

11月 7日の観劇会ですが、本日チケットをお配

り致しました。入場料は次回例会にお願いします。

当日よろしく。 

ウンジ｣11時 30分より行います。宜しくお願い

申し上げます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 10 月 23 日 第 1563 回例会 
経済と地域社会の発展月間・米山月間 

◎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(10(10(10(10 月月月月 30303030 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    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    ――――    

･三世代クラブ合同例会･三世代クラブ合同例会･三世代クラブ合同例会･三世代クラブ合同例会    

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〈四つのテスト〉１．真実かどう〈四つのテスト〉１．真実かどう〈四つのテスト〉１．真実かどうかかかか        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    ――――    

・本日、13時 40分より｢桃の間｣にて 11月度定例

理事会を開催致します。理事・役員の皆様ご出

席お願い致します。 

・10月 23日(金)12時 30分～14時 00分 三世代

クラブ合同例会が開催されます。ご協力をお願

い申し上げます。 

・10 月 30 日、次年度指名委員会を行います。場

所は帝国ホテル大阪 1F｢インペリアルクラブラ

････指名委員会（指名委員会（指名委員会（指名委員会（11111111：：：：30303030～～～～    ））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢故郷故郷故郷故郷｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢サプリメントについてサプリメントについてサプリメントについてサプリメントについて」」」」    

株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス    

西日本営業部西日本営業部西日本営業部西日本営業部    田住田住田住田住    春昌様春昌様春昌様春昌様    

((((竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ハロルド・アーレンハロルド・アーレンハロルド・アーレンハロルド・アーレン「「「「虹の彼方に虹の彼方に虹の彼方に虹の彼方に」」」」    

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    



｢｢｢｢I I I I ♡♡♡♡    AustraliaAustraliaAustraliaAustralia！！！！｣｣｣｣    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

いつ頃から住みたくなったのか余り記憶があり

ませんが、得意先がメルボルンにあって AU$をコ

ツコツ貯めだしていたのが 20 年近く前だと思い

ます。 

ールドコーストには日本人も多く、北のサンシャ

インコーストはオーストラリア人のリタイアリー

が多く住む所です。 

今年からカンタス航空が直行便を出しました

が、私は乗換えが便利なチャイナエアーを使って

います。 

木村・・・I love Australia！ 

中田・・・12日息子の結婚式でした。よいお式で

した。子供は思い通りになりませんが、

思いの外、幸せな気持ちにもさせてく

れます。 

岡田・・・先週欠席のお詫び。 

岡本・・・先日サッカーで足をケガしました。不

自由です。 

佐々木(宏)･本日久しぶりの卓話です。よろしく！！ 

曽我部・・ラグビーワールドカップで 3勝出来ま

した。4年後が楽しみです。 

田中・・・お久しぶりです。 

山本・・・先週の三連休、神話の土地、高千穂に行

って参りました。充分充電出来ました。 

1 週間日本にい

て 3週間現地で住

みたいと思ってい

ますが、まだまだ

公職が残っていま

すので少し無理な

様です。 

ブリスベンは気

候も温暖で南のゴ

｢｢｢｢米山米山米山米山奨学生奨学生奨学生奨学生学友会学友会学友会学友会    

秋季懇親会秋季懇親会秋季懇親会秋季懇親会    淡路島ツアー・鳴門観潮淡路島ツアー・鳴門観潮淡路島ツアー・鳴門観潮淡路島ツアー・鳴門観潮｣｣｣｣ 

米山奨学副委員長米山奨学副委員長米山奨学副委員長米山奨学副委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

所定時刻に、全員が集合しましたが走行時間が

長いのでトイレを探して少し遅れて出発しまし

た。走行中に参加者の自己紹介があり、ユーモラ

スな雰囲気で楽しく走って淡路島につきました。 

サービスエリアでひと休みして、最初の目的地

｢淡路島牧場｣につきました。ここで全員が指導に

従って渡された容器を振ること 15 分ぐらいで中

にバターができました。容器はお土産に頂いて、

所得から始まり、そして購入に関してはソリスタ

ーと呼ばれる代理人に名義書き換え、公共料金の

支払い手続き、マンションの管理費、地方税、健

康保険、家財保険、車の購入、電話機、WIFI 機

器日本でいう ETC、運転免許書、数々の試練? を

くぐって何とかやってきました。 

オーストラリアは日本の犯罪率の三倍以上と言

われ、皆さんが思っている以上に安全でない国で

すが全て合理的です。しかし働かない。その為に

製造業は海外へ。物価は高い、日本みたいにバラ

エティに富んだ、そして思いやりのあるような食

品(例えば一人分の食物)などは全くありません。 

ボール・テニス・水泳・スキー・フィッシング、

そして F1 レース。時間はいくらでもつぶせます

しゴルフは$50～$60。いつでも予約できます。 

先日もニューカレドニア、フィジーと旅行に行

ってきました。将来はミクロネシアのクルージン

グを考えています。 

是非機会がありましたら皆様お越し下さい。し

かし私の在豪中である事、そしてブリスベン市内

を案内しても二日くらいで終わってしまいます。

ゴルフをされるのでしたら毎日でもお付き合いを

させていただきます。 

オーストラリア人は会う度に Good day!!しか

し発音は“グッダイ”です。 

住んでようやく

落ちつくところま

ではいっていませ

んが、マンション

は 75％がオース

トラリア人で独特

なアクセントはか

なり理解が困難で

す。最初はビザの

幸いガソリンス

タンドには必ずコ

ンビニがあって便

利は便利ですが、

車社会の為に一杯

飲めません。 

スポーツは盛ん

で、ラグビー・ク

リケット・フット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥36363636,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥612612612612,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

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

――――    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    ――――    



｢｢｢｢パオラのお祭り参加パオラのお祭り参加パオラのお祭り参加パオラのお祭り参加｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

 私の住んでいる加古川には、まだ素朴な収穫祭

が残っています。パオラに話したところ、ぜひ参

加したい！との話を聞き町内会長に頼んでみまし

た。 

子供神輿の手伝いということですが、気合が入

って、例会が住むと私の店に来て夕方からそのま

ま加古川へ、向こうでは夕方からの練習に出て行

ってそのまま参加(彼女は見ているだけ)とても楽

しそうに見ていました。何とか写真に撮りたかっ

たようですが、タブレットやスマホでは暗闇の中

で照明に浮かび上がった被写体は無理だったよう

でした。 

翌日の朝食が済むと彼女は消えてしまいます。

赤い帽子と長靴もないので里山で栗拾い、しばら

くするとバケツを下げて帰ってきます。中にはイ

ガを剥いた栗が何キロか入っています。最初のこ

れが栗のジャムになってお祭りにやってきまし

た。 

10日の宵宮から 11日の本宮まで、今年は 11年

に一度の当番の年で、私たちの 11ある集落の小宮

を司ねる本宮≪平の荘神社≫の運営を任されてい

ます。それにぶつかったパオラはラッキーであり、

アンラッキーでもありました。 

11日の本宮は、人口が 200人に満たない集落か

ら 100人を超えるパレードを組んで 7：30に村を

出発します。先走りの交通整理係、当番年に奉納

する幟を担いだ 5 匹の天狗を先頭に獅子頭を収め

太鼓を載せた長持ちと獅子舞のスタッフが続き、

次の子供神輿とその担ぎ手、さらに笛の 15 名、

その後ろを警備する天狗や最後の道路の車を整理

する交通整理係など、全長 200メートルを超える

ものになります。 

笛と太鼓で黄金の波(実った稲)をかき分けるよ

うに進んでゆくうちに隣村を通るとそこは来年が

当番なので、そこの神輿が後ろにつきます。約 3

キロ進むと神社のある村の大きな屋台が迎えに来

ています、これを先頭に神社に向かって 1 列の神

輿が進みます。 

境内に入って各神輿が所定の位置についてか

ら、屋台の練り合わせがあり、当番集落の獅子舞

スタッフが御祓いを受けます。そして獅子舞奉納

が終わると各集落の神輿が順におはらいを受け、

みんなの前で練ります。パオラも出番です、皆に

混じって神輿を担ぎ頑張ります。 

私は帰って材料を買い求め振ってみましたがうま

くできませんでした。パオラは私の買った材料で

約 50 グラムのバターを作っていました。(年寄り

の力では無理！とひがむことしきりでした) 

次に福良港に行き、潮の干満の差が大きくなる

時刻を聞いてその時刻に現場につく船を選んで乗

りました。鳴門大橋は淡路島と鳴門市の一番近い

ところに架っています。 

そのため橋の西側の瀬戸内海は広く東側の太平

洋側も広くなっています。引き潮の最盛の時刻な

ので太平洋側の海水はどんどん減ってゆきます。

瀬戸内海の水は鳴門海峡を通って流れるため海峡

に押し寄せますが狭いので通るのに時間がかかり

ます。 

そこで橋の東と西で海面の高さがずれてきてい

ました。極端な場所では数十メートルに亘って 50

～60 センチぐらいの滝のように流れ落ちていま

した。パオラもほかの初めて見た人たちも船長の

説明に納得し感心してみていました。 

参加者を 5人ずつのグループに分け、協力して

楽しい写真を撮って提出する義務を負わされてい

ます。一斉にジャンプは対象外となりましたので

それぞれ工夫していると思います。私たちのグル

ープはパオラが CG を使って加工することになっ

ていますので楽しみにしています。 

 帰りは往路で休んだサービスエリアで休み、19

時過ぎに梅田に帰りました。みんなで楽しんだ一

日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   9名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<10 月 16 日の出席率 88.24％>  

Make up を含む 9/18 の出席率 88.46％ 

――――    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    ――――    

・・・・10101010 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))        11111111：：：：30303030～～～～    

指名委員会 

   (帝国ホテルインペリアルクラブラウンジ) 

・・・・11111111 月月月月 7777 日日日日((((土土土土))))        11111111：：：：00000000～～～～    

芸術・文化同好会 

   (大阪城西の丸庭園特設劇場) 

・・・・11111111 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

第 1回会員研修 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣ 

・・・・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))))            

年次総会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・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) 

・・・・12121212 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・1111 月月月月 1111 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・1111 月月月月 22222222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

各行事をこなし村に帰ったのは 5 時を過ぎてい

ました。往復で十数キロを歩き掛け声をかけ、ほ

とんど座らず、よく頑張りました。 

18：30よりの慰労会で栗のジャムは女性スタッ

フに大評判でした。そして獅子舞の囃子(ばやし

こ)の一人ととても仲良くなりました。素敵なボー

イフレンドができたのです。彼は 7歳でしたが…。 

20：30 頃に家に帰ってきて｢お風呂に入りたく

ない、御風呂ヤダ！｣という彼女に｢今夜だけは認

めよう｣(よほど疲れたのでしょう)。翌日は 11 時

に起きてきました。 

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

それでは｢職業奉仕｣とは何か？について述べて

行きます。 

近年｢職業奉仕の危機｣と言われています。ロー

タリーの基礎的な理念である職業奉仕を全く理解

していないロータリアンが増えてきたことにあり

ます。 

単に社会奉仕さえすれば良い、お金や物で奉仕

すれば良いという考えを持たれているロータリア

ンが多くなってきたことにあります。 

ボランティア活動をしたければそれを専門に扱

っている組織に入ればいいのであって、ロータリ

ーに入った意義がありません。 

他の奉仕団体にない特徴が、ロータリーの職業

奉仕ならば、それを理解しなければロータリアン

とは言えないのではないでしょうか。 
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