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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    

先日、(11月 21日)天満橋ロータリークラブの幹

事でロータリーデーが行われました。休日にもか

かわらず出席された皆さん、お疲れ様でした。 

 そこで拉致についての話を、政治的なことでは

なく、人道的な事として構成された内容で、解り

やすく良い内容だったと思います。 

 もっとも多く出た質問が｢今、私たちに出来ること

とは、どのようなことなのでしょうか？｣という内容

でしたが、それに対する答えは、｢このような集まり

を作っていただき、たくさんの方が出席し、拉致問

題を忘れないことですね。｣とのお話しでした。 

 正直、今回のロータリーデーまで、拉致問題を

忘れていた自分を恥ずかしく思います。たいした

活動は出来なくとも、忘れ去ってしまう事だけは

決してしないよう、強く心に刻みました。 

 このようなロータリーデーの幹事もあと 3 年

で、順番が回ってきます。 

 来たる幹事クラブの際には、素晴らしい企画、

運営が出来るよう、我がクラブもいろいろな意味

において、クラブの力を強めていく必要があるか

と思います。みんなで考え、みんなで行動してま

いりましょう。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 12 月 4 日 第 1569 回例会 
疾病予防と治療月間 

◎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 11111111 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･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))))    

･年次総会･年次総会･年次総会･年次総会    

･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.ララララビンドランビンドランビンドランビンドラン    

                    〈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    ――――    

・クラブ戦略計画委員会のアンケートに締め切り

が、本日(11月 27日)と成っておりますが、まだ

未提出の方が多数おられますので早急に提出お

願致します。 

・次週例会終了後、年次総会を行いますのでご参

加よろしくお願い致します。 

・末永京子会員のロスターシールを、ポスティン

グしておりますので、ご自分のロスターに貼り

付けお願いします。 

・12月 4日 5日に行われます会員大会の名札を、

参加者の方にポスティングしております。また

お弁当を注文された方には、引換券も裏に挟ん

でおりますので当日お忘れないようにお持ち下

さい。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢癌の体験癌の体験癌の体験癌の体験」」」」    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀会員会員会員会員    

･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」」」」    



幹事幹事幹事幹事    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

12月 26日(木)18：00より、新大阪ワシントン

ホテルにおいて、本年度 3 回目の睦輪会が開催さ

れ中林会長と参加してきました。 

本年度は初めての参加でしたが、3 年前の円卓

でワイワイとした会とは雰囲気が違い会議形式

で、ガバナー補佐の年度によっての違いに違和感

を覚えましたが、内容的には各クラブからの活動

報告と戦略計画委員会の報告で、他クラブの色々

な取り組み方をお聞きでき、良い部分は当クラブ

にも是非取り入れて行きたいと思います。 

｢｢｢｢楽しく学ぶ個性心理學パート楽しく学ぶ個性心理學パート楽しく学ぶ個性心理學パート楽しく学ぶ個性心理學パート 2222～あなたの～あなたの～あなたの～あなたの

中に眠っているきらきらと光る個性とは～中に眠っているきらきらと光る個性とは～中に眠っているきらきらと光る個性とは～中に眠っているきらきらと光る個性とは～」」」」    

長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

今日は個性心理學につ

いてお話しさせて頂きま

す。この個性心理學は四

柱推命をベースに個性を

分類しています。誕生日

は誰でも一つはもってい

る、そのデータをベース

に動物キャラクターを当てはめて作られました。 

人間の記憶は、イメージでしか残らないという

ことは心理的に証明されていますので、そこへ動

物キャラクターを当てはめて作られました。 

スウェーデンの産婦人科医師 ラゲルクランツ

博士による｢誕生のメカニズム｣の発表資料からも

わかるように、私達は生まれる前は全員お母さん

のお腹の中にいた、胎児でした。 

お母さんの産道を通るとき、水中動物から陸上

動物に移行する瞬間すべてのスイッチが ON さ

れ、その瞬間の太陽の位置と月の形、地球の位置

が私達の性格、能力、運命みたいなものを全て形

作っていたというわけです。天体の影響を受けず

にいる生命体は地球上でないそうです。 

人間は、皆、人から認めてもらいたいと思って

いるんです。家族に、上司に、部下に、みんなに

認められたいと思っているんです。でも、厄介な

・・・・社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘 

12月 2日(土)12：00より大手前整肢学園で、ク

リスマス会及びバザーが開催されます。本年度は

参加しませんが、任意でバザーの協賛品のご協力

だけはしようと思いますので、ご協力頂ける方は

12月4日までに事務局まで商品をお持ち下さいま

すようお願致します。 

中林・・・やっかいな仕事が多いです。こんな時

こそ笑顔でニコニコ。 

辻村・・・朝槻さん、卓話楽しみにしてます。 

朝槻・・・卓話よろしくお願いいたします。 

長谷・・・先日のロータリーデーは拉致問題すば

らしかったです。朝槻さん、卓話楽し

みにしてます。 

金髙・・・福井さん、全快おめでとうございます。 

鹿野・・・先週欠席のおわび。 

木村・・・何もありませんが！ニコニコに協力！ 

北村・・・平野さん、卓話楽しみにしています。 

松田・・・朝槻さんの卓話、楽しみにしておりま

す。 

松浦・・・末永京子さんの入会を祝して。 

村上・・・本日は早退のおわびです。 

中村(不)・急に寒くなりました。お体ご自愛下さい。 

中田・・・先週欠席のお詫び。 

岡田・・・朝槻さん、卓話楽しみです。 

岡本・・・福井さん快気祝い！朝槻さん、卓話楽

しみです。 

大蔭・・・テンパーセントクラブ来週は全員クリ

アーしたいです。－2㎏頑張ります。 

瀬尾・・・欠席おわび。 

曽我部・・阪神タイガース金本監督はよいが、コ

ーチが気に入らん。 

末永・・・ニコニコ発表担当をさせていただきま

した。 

山本・・・朝槻さん、卓話楽しみにしています。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥62626262,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥888865656565,,,,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    ――――    

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

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    ――――    睦輪会睦輪会睦輪会睦輪会報告報告報告報告    ――――    



――――    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  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  23名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<11 月 27 日の出席率 87.88％>  
Make up を含む 11/6 の出席率 81.48％ 

――――    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))))    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｣) 

太陽のような明るい方たちです。 

好きなように、自由にさせてあげると、その才

能をどこまでも伸ばせる方たちです。感性で生き

ているような人たちですから、意見がコロコロと

変わることもありますが、これも｢個性｣ですから、

アキラメてください。 

誕生日で個性がわかるなんて、と思われる方も

おられると思いますが、ご家族や親しいお仲間で

検証なさってみてください。多くの場合、当ては

まっていると思います。さらなる親密な人間関係

を構築させるためにも、それぞれの個性を知って、

ご自身の中に眠っている、キラキラとした個性を

生かして、楽しい人生にいたしましょう。 

のは、それとは裏腹に、他人は認めたくないと思

うのも事実なんです。 

～みなさんの一生分のストレスが無くなる魔法の

メッセージ～ 

｢アキラメ｣てください。 

ストレスの原因はすべてここにあったのです。

今日から｢アキラメ｣て下さい。とはいえ、人間は

あきらめられない動物なんです。あの時のことが、

こいつのことが、あきらめようと思えば思うほど、

あきらめられないんです。 

｢認める｣という漢字を思い浮かべてください。

言葉を耐え忍ぶと書いてあります。あいつに言わ

れた一言が、刃となって心に突き刺さるというこ

となんです。 

でも今日からあきらめてください。ただ、あきら

めるのは人間関係だけで、ポジティブなあきらめで

す。排除するとか、捨てるではなく、あきらかに認

めて受け入れるという前向きなあきらめです。 

個性心理學では、キャラクター別に個性を分析、

検証しています。それぞれの個性に合った言葉か

け、応対をすることによって、良好な人間関係を

保つことができます。 

黒ひょう、ひつじ、こじか、たぬき･･･この方た

ちをいい人チームといいます。別名、MOONと呼

ばれ、形を変える月のように、相手に合わせる方

たちです。 

みんなと一緒、真心、世の為人の為の方たちで

す。｢あなたと同じ｣であることに安心感がありま

すので、仲間を蹴落としたり、出しゃばったりす

ることを最も嫌います。 

猿、狼、子守熊、虎･･･この方たちをしっかり者

チームといいます。別名、EARTH と呼ばれ、地

に足のついた、嘘がつけない方たちです。 

自分が満足しなければ相手を満足させられな

い、自分軸の方たちで、常に費用対効果を考えて

います。勝ち負けにもこだわり、何事にも勝つこ

とを良しとします。負けるようなことがあった場

合には、言い訳をしていることが多いですね。 

ゾウ、チータ、ライオン、ペガサス･･･この方た

ちを天才チームといいます。別名、SUNと呼ばれ、

 



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？    

ここで視点を変えてこの問題を考えてみましょ

う。それはロータリー以外の諸団体との比較であ

ります。ロータリー以外の諸団体の考えは｢自分の

職業で儲けたお金の一部を奉仕に使ってくださ

い、自分の職業時間の一部、もしくは余暇を使っ

てボランティア活動をしてください｣という考え

方で、｢弱者救済を持って奉仕とする｣という思想

であります。 

そして、彼等は｢職業の心｣と｢奉仕の心｣は相反

する心であり、職業が同時に奉仕とは考えられず、

そのため彼等の行動から職業を排除し、奉仕の心

のみを選択しております。彼等の標語は｢We 

serve｣であります。 

しかし、ロータリーは奉仕の基礎を職業倫理に

おいております。職業の心(お金儲けの心)も奉仕

の心(世のため人のために尽くす心)も一つの心を

持って職業を営み且つ奉仕するのであります。 

ですから、ロータリーにおいて倫理を反する儲

けは存在しない。もし、ひとを欺き、泣かせたお

金を奉仕に使われていたとしたら、果たしてそれ

は真の奉仕と言えるであろうか。もし、人を泣か

せ、欺いた人間が平気な顔をしてボランティア活

動をしていたら、それは偽善者なのであります。 

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 

｢被爆｢被爆｢被爆｢被爆 70707070年目を前に平和祈念公園で早朝清掃｣年目を前に平和祈念公園で早朝清掃｣年目を前に平和祈念公園で早朝清掃｣年目を前に平和祈念公園で早朝清掃｣    

広島西南ロータリークラブ広島西南ロータリークラブ広島西南ロータリークラブ広島西南ロータリークラブ    

((((第第第第 2710271027102710 地区地区地区地区    広島県広島県広島県広島県))))    

8月 6日、広島が被爆 70年を迎えるのを前に、

同 4 日、広島市中区の広島平和記念公園にて午前

7 時から会員 45 人(会員数 64 名)が参加し、早朝

清掃活動を行いました。 

 世界平和を掲げる上で、広島平和記念公園は大

切な情報発信の場でもあります。園内の記念碑や

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。    

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

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    クリスマスおめでとうクリスマスおめでとうクリスマスおめでとうクリスマスおめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    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出席表彰おめでとう    ――――    

周辺清掃は、広島にあるロータリークラブだから

こそできる奉仕事業の一つであり、木村恭之会長

の｢“世界平和”に向け、できることを探していこ

う｣という方針に基づいた活動でもあると考え、今

年度初めて実施することにしました。 

 当日は早朝から 26.5度という夏日の中、原爆ド

ーム前を中心に記念碑の周辺を 4 エリア、4 チー

ムで担当し、熊手」やほうきを使ってごみや落ち

葉などを拾っていきました。原爆の子の像や慰霊

碑は、ブラシで汚れを落とし、周辺の雑草を抜き、

参加者全員が汗を流しました。 

 会員たちは｢広島を訪れ、原爆ドームや平和祈記

念公園を回る人たちに少しでも気持ちのいい環境

をつくり、鎮魂の時を過ごしてもらえれば｣｢70年

の歴史を無駄にせず、世界平和に向けてみんなで

もっと考えていきたい｣などと語り、とても有意義

な時間を共有できました。 

 また、当日はテレビ局や雑誌社の取材を受け、

クラブの活動を一般の市民の方々に知っていただ

く貴重な場ともなりました。 

(田中 朋博氏・記) 

 

 

 

 

～～～～    ｢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    ～～～～    

小松 英宣（14日）福井 教男（28日） 

長谷 裕代（24日）鹿野 浩一（24日） 

北村 光司（24日）村上五百子（24日） 

中田 圭子（24日）中村 不二（24日） 

竹森 敏麿（24日）辻村 和弘（24日） 

西尾 昌也（14日）小松 英宣（16日） 

大蔭 政勝（24日）大蔭 政勝（24日） 

小林アツ子 宝永産業㈱       （1963） 

・3ヶ年皆出席表彰 

大蔭 政勝 

・30ヶ年皆出席表彰 

曽我部 律夫 

――――    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 12121212 月号より月号より月号より月号より    ――――    


