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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 0名   会 員 数  38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  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<11 月 20 日の出席率 78.79％>  

Make up を含む 10/30 の出席率 88.89％ 

先日、多田会員のお見舞いに病院へ行ってまい

りました件をご報告いたしましたが、本日は、多

田会員が退院されて、早速この例会に出席されて

います。誠に喜ばしいことで、おめでとうござい

ます。 

 又、先週の土曜日には、米山奨学生のスピーチ

コンテストが行われ、パオラの応援に行ってまい

りました。 

 11名の奨学生が参加していましたが、全員驚く

ほど上手に日本語をしゃべり、その内容もみな素

晴らしいスピーチでした。奨学生たちが皆、真剣

に日本語や日本文化を学んでいることが確信でき

ました。 

 スピーチコンテストは一年に一回のイベントで

すが、是非とも皆さんにもこういった機会に参加

されて、米山奨学生達の質の高さを見ていただき

たいと思いました。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 11 月 27 日 第 1568 回例会 
ロータリー財団月間 

◎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((((12121212 月月月月 4444 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    

｢｢｢｢整形外科開業医の職業奉仕整形外科開業医の職業奉仕整形外科開業医の職業奉仕整形外科開業医の職業奉仕」」」」    

戸田リウマチ科クリニック戸田リウマチ科クリニック戸田リウマチ科クリニック戸田リウマチ科クリニック    

院長院長院長院長    戸田戸田戸田戸田    佳孝氏佳孝氏佳孝氏佳孝氏((((大阪中之島大阪中之島大阪中之島大阪中之島 RC)RC)RC)RC)    

((((山本山本山本山本    依津子依津子依津子依津子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    「「「「クリスマスソングクリスマスソングクリスマスソングクリスマスソング」」」」    

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    ――――    

・本日例会終了後、12月度定例理事会が開催され

ますので、理事役員は出席よろしくお願い致し

ます。 

・22日 13時より IM6組ロータリーデーがグラン

フロント北館 B2にて開催されます。大阪天満

橋ロータリークラブがホストですので、多数の

ご参加宜しくお願い致します。 

・12月 5日大阪国際会議場で地区大会が開催され

ますので、多数のご参加宜しくお願い致します。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢里の秋里の秋里の秋里の秋｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢日本人、お前は何者～日本人、お前は何者～日本人、お前は何者～日本人、お前は何者～    ドナルド・キーンドナルド・キーンドナルド・キーンドナルド・キーン」」」」    

朝槻朝槻朝槻朝槻    真紀子会員真紀子会員真紀子会員真紀子会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「歌の翼に歌の翼に歌の翼に歌の翼に」」」」    



長谷・・・今日は多田さんの代わりに卓話させて

頂きます。今日退院とか、早く元気に

なって下さい。 

犬伏・・・中村座の御礼おくればせながら。 

木村・・・何もありませんが！ 

小林・・・久しぶりに太陽を見た気がします。お

日様はいいですね。 

末永・・・昨日、久しぶりに解禁日にボジョレー

をいただきました！ 

末永末永末永末永    京子京子京子京子 

｢｢｢｢俳句が日本を元気にする！」俳句が日本を元気にする！」俳句が日本を元気にする！」俳句が日本を元気にする！」    

関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長    三木三木三木三木    基史基史基史基史氏氏氏氏    

((((辻村辻村辻村辻村    和弘会員紹介和弘会員紹介和弘会員紹介和弘会員紹介))))    
町にあるアーカス総合法律事務所を共同経営して

います。 

家族構成は夫、高校生と中学生の娘 2 人、自宅

は京都市です。趣味は下手の横好きがやめられな

いゴルフで、月 1、2 回ラウンドを楽しんでいま

す。 

11月最初の金曜日の例会が初参加でした。多数

の皆さまから入会歓迎のニコニココメントをいた

だき，有り難いものだとしみじみ感じました。皆

さまの歓迎に感謝いたします。 

ロータリーへの入会に興味を持ったのは、つな

がりを広げたいという気持ちからです。18年弁護

士をしてきた中で、仕事を通じていろいろな方と

交流させていただくことができました。ただ、他

方で、育児と仕事で手一杯で、仕事を離れた部分

での出会いは少なかったようにも思います。娘た

ちが手を離れる年ごろになりましたので、仕事を

離れたところで、様々な方々との知己を得たい、

深めたいと思うようになりました。入会させてい

この度、大阪大手前ロータ

リークラブに入会させてい

ただきました末永京子です。 

弁護士をしており、今年登

録後 18 年目となります。平

成 25年 5月 1日より、南森

ただくだけでは目的は果たせません。毎週の例会

に参加し、金曜日の午後に一週間を振り返る生活

を楽しみながら、皆様から刺激をいただきたいと

思っています。 

入会前のオリエンテーションで、四つのテスト

について教えていただきました。弁護士はクライ

アントの言い分ばかり聞くと思われがちですが、

紛争の多くはそれでは解決しません。嘘がなく、

偏っていないことを普段業務の中で指針としてき

たように思います。ただ、このテストのようには

っきりと意識したことはありませんでした。さら

に、みんなのためになるか、好意と友情を深める

かという考え方は、大変難しいようにも実は簡単

なようにも思います。ロータリー活動に参加させ

ていただくにあたり、是非、実践する力を身に着

けたいと思っておりますので、よろしくお願い致

します。 

日常のささやかな風景を

切り取って五七五のリズム

に乗せるのが俳句の基本。 

俳句の約束事は①五七五

のリズムで十七音。一音多く

ても少なくてもリズムが良

ければ OK。②季語を入れる。俳句は季節の風景

に思いを託す詩。 

次に作り方のコツ。季語を必ず入れるので、十

七音のうち五音は季語で埋まる。残りの十二音は

季語と全く関係ないフレーズで。ダメな例は『紅

葉散るお寺の庭が紅く燃え』。一見、季節感があっ

て良さそうだが、十二音のフレーズが季語の説明

文になっている。皆さんで一句詠んでみよう！ 

私が俳句と出会ったキッカケ。最初は前職のお

客さんに誘われ、お付き合いで始めた。仕事で人

間関係のストレス。退職。すぐに社会復帰できず

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥15151515,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥803803803803,,,,392392392392    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    ――――    

――――    先先先先々々々々週の卓話週の卓話週の卓話週の卓話    ――――    



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？    

そこで、この問題をどのように説明するのかで

あります。職業を営む心(収益を得ること及び継続

あっという間に 6 か月が

経ってしまいました。11 月

になって、自分と周りも変わ

る時期が始まった気がしま

した。 

少し遅れてしまったかも

｢｢｢｢過渡期過渡期過渡期過渡期｣｣｣｣    

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 

鬱状態。約一年間の引きこもり生活。細々と続け

ていた俳句だけが心の拠り所。月に一度の俳句の

会で会う仲間たちだけが社会とのつながり。一年

間作り貯めた俳句で賞に応募し、現代俳句新人賞

を受賞。精神的に社会復帰できた。誰かに認めて

欲しかったのかも。それから俳句に力を注ぎだす。 

夏休みに全国の高校生が集まる俳句甲子園に出

会う。俳句甲子園の審査員として高校生たちと接

する。他にも楽しいことがいっぱいある高校生活。

高校生に｢何で俳句なんかやってるの？｣と聞く

と。部活に行くのが嫌で、家でゲームばかりやっ

ていた。先生に無理やり誘われ五人一組の寄せ集

め俳句チーム。ど素人ばかりで野球部やったり、

他校の女子だったりのメンバー。今まで会話をす

ることもなかった野球部とか女子の友達が出来て

以来なんとなく続けている。 

自分の時と似ているなと感じる。言い方は悪い

が、俳句は落ちこぼれの受け皿になる。落ちこぼ

れそうな人間を社会復帰させる力があると確信。

関西の青少年の健全育成のために俳句甲子園関西

支部の立ち上げに参加する。大人でも周囲の助け

や何かキッカケが無いと立ち上がれない事があ

る。ましてや思春期の子どもたちなら、なおさら。 

だから、俳句を通じて青少年の健全育成にたず

さわれたらいいなと思って現在に至る。 

て、そろそろやってきた学生生活が終わりそうだ

と感じています。実際に今までの学生生活は、勉

強で忙しくても自由な生活でした。自分のことだ

けを考えて、思う存分遊んだり体験して習ったり

することをしました。両親のおかげで、心配せず

に責任は少ない生活でした。 

しかし 11月から、自分のためだけではなく社会

にとって面白そうな作品を作ったり、色々な会社

のことを調べてそれぞれ履歴書を書いたりするこ

との毎日でした。そして、ストレスのせいで、な

かなか寝られなくて心配しました。｢間に合うの

か？｣とか｢家族がしてくれたことに恩返しできる

かどうか｣とか悩んで夜目を閉じました。自分の自

由さと単独で存在する生活がなくなった気がしま

した。もう一回青少年になったかのようですね。

失敗の恐怖といい場所が見つけるかという不安

は、たまたま心の中で声が囁きます。 

しかし、日本語を勉強して習ったことがありま

す。何や彼や重要なのはベービステップで進める

ことです。つまり、諦めずに立ち止めないで、前

に進み続けるという意味です。歩くことを習って

いる赤ん坊のように、落ちた時少し涙を出して、

気持ちをすっきりしてもう一回やり直すという強

い意識を日本語から身に付けました。 

もちろんすっとそのまま続けてきたことが変化

する時、怖くなると決まっています。｢次にどうな

るのだろう？｣｢成功できるのか？｣のようなネガ

ティブの思考は苦痛です。 

しかし、日本語を勉強した時習った通り、笑顔

で未知の未来に直面してベービステップ(初心に

戻る)でオフ歩き出そうにしています。学生から社

会人に変態する年が来ました。11月が始まりまし

た。強い人間になるための私の秋です。 

紙面の都合上｢紙面の都合上｢紙面の都合上｢紙面の都合上｢先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話｣は｣は｣は｣は次週の週報に掲載次週の週報に掲載次週の週報に掲載次週の週報に掲載

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。    

 

 

～～～～    ｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー    ～～～～    

しれませんが、私も就職活動をやっと始めました。

どんどん就職先を決めたクラスメートが増えてき

――――    米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告    ――――    



｢楽しくやり甲斐のあるロータリーにしよう！｣｢楽しくやり甲斐のあるロータリーにしよう！｣｢楽しくやり甲斐のあるロータリーにしよう！｣｢楽しくやり甲斐のあるロータリーにしよう！｣    

箕輪ロータリークラブ箕輪ロータリークラブ箕輪ロータリークラブ箕輪ロータリークラブ    

((((第第第第 2600260026002600 地区地区地区地区    長野県長野県長野県長野県)))) 

 今年度、クラブは｢｢楽しくやり甲斐のあるロー

タリーにしよう！｣を目標に掲げ、社会奉仕委員長

を中心に従来より積極的に町の事業や奉仕活動に

参加しています。 

 まずは例会場の入り口にリサイクル箱を設置

し、例会終了後の箕輪町社会福祉協議会に寄付す

ることにしました。同協議会からは二か月ごとに

集計の報告があり、軽トラック購入の協力をして

います。 

 そして、7 月 25 日に行われた地元の｢みのわ祭

り｣に参加。今回はネパール地震の被災地への二段

階にわたる支援として、第一に事前に集めた寄付

――――    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    ――――    

・・・・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 9999 日日日日((((水水水水))))        8888：：：：33330000～～～～    

第 2回大阪大手前ゴルフコンペ 

   (アートレイクゴルフ倶楽部) 

・・・・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｣) 

維持すること)も奉仕の心(世のため人のために尽

くす心)も｢ひとつの心｣として考えなさいという

ことです。そして、この｢ひとつの心｣とは即ち｢世

のため人のために奉仕する心を持って職業を営む

べし｣ということであります。そしてこの言葉の意

味は、｢人を泣かすような金儲けをしてはいけな

い、人を欺いて金儲けをしてはいけない。非道徳

的、非社会的な行為をして金儲けをしてはいけな

い。不祥事を起こしてはならない。世のため人の

ためになるような職業を営まなければならない。｣

と説いております。この言葉は自分の職業に対し

て強く｢倫理性｣を要求しているのであります。職

業奉仕とは、職業倫理を追求する運動であります。

ここが、私が最初に言いました｢ロータリー運動は

倫理運動である｣という言葉の意味であります。即

ちロータリー運動は職業倫理を追及する運動であ

り、そして職業倫理はロータリー思考の基本的な

考えであり哲学でもあるのです。 

引用文献 

木越正司：2660地区 2015～16年度のための地区研

修協議会資料｢クラブ職業奉仕委員長の責務｣ ～

職業奉仕の考えを拡めて人材を育成しよう～より 

を元手にネパールの製品を購入。被害が少なかっ

た地域でも観光客が激減している地域があります

が、それらの地域を支援できました。第二に、祭

りでそれらの製品を販売し、その売り上げを寄付

しました。事前に地元の新聞が取り上げてくれた

こともあり、思った以上の寄付金が集まり大成功

でした。 

 また、ロータリーのジャンパーを作り、530(ご

みぜろ)運動などでロータリーに活動を PR。ロー

タリーに活動内容をより多くの人に知ってもらう

ため、大きな看板も作成していきます。私たちが

楽しく活動していると知ってもらえれば、おのず

と会員増強につながるのでは、と考えます。 

(藤澤久美子氏・記) 
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