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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    

明日(12月 5日)は地区大会です。おおぜいの皆

様の出席をお願いします。 

 本日は RI 会長代理主催の晩さん会があります

ので、出席してまいります。 

 オペラ鑑賞ということですが、居眠りなどして

ひんしゅくをかわないように気を付けようと思い

ます。 

 先週にも少しふれたことですが、3 年後我がク

ラブが幹事となり、ロータリーデーを担当しなけ

ればなりません。 

 今の我がクラブにおいて企画、準備、運営全て

を無事に執り行えるのか？ 

 みなさんも一緒に考えてみてください。心配に

思われませんか？ 

 これから様々な意味で、これから 3年しかないと

いう気持ちで、力を蓄え、強めてまいりましょう。 

 先週も、この話をしましたが、本当に皆さんに

問題意識を持ってもらうため、ここであえて 2 週

続けて同じことをお話しさせていただきました。 

・・・・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    

同好会初めてのオペラ鑑賞会です。 

日時：2016年 1月 16日(土)午後 4時開演 

場所：メイシアター大ホール 

   阪急千里線吹田駅前 

演目：喜歌劇｢こうもり｣(関西歌劇団) 

入場料：10,000円 

終演後の会食等は現在未定 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 12 月 11 日 第 1570 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 11118888 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢我クラブ我クラブ我クラブ我クラブの中長期戦略計画の中長期戦略計画の中長期戦略計画の中長期戦略計画    

((((魅力と活力を備えたクラブを目指して魅力と活力を備えたクラブを目指して魅力と活力を備えたクラブを目指して魅力と活力を備えたクラブを目指して))))」」」」    

金髙金髙金髙金髙    好伸会員好伸会員好伸会員好伸会員    

････１月度１月度１月度１月度定例定例定例定例理事会理事会理事会理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

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

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    ――――    

・例会終了後、年次総会がありますので帰らずに

お待ち下さい。 

・5日(土)地区大会が大阪国際会議場で開催されま

すので、参加される方は名札及びお弁当の引換

券を忘れないようにお願いします。 

・クラブ戦略計画委員会のアンケート、未提出の

方は早急にお願いします。 

・事務局のボールペンが不足しておりますので、

余っておりましたらお持ち下さい。 

･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」」」」    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    



・・・・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 日(土)に行われます大手前整肢学園バザー協

賛品ご協力有難う御座います。次週例会まで受け

付けておりますので、ご協力宜しくお願い致しま

す。 

山本肇氏(大阪中之島 RC)  

・・・中之島ロータリーが誇る整形の世界的

権威の戸田先生、今日は出張で出席で

きません。宜しくお願い致します。 

長谷・・・戸田佳孝さま、卓話楽しみにしていま

す。クリスマス自祝。 

犬伏・・・いつものように無題。 

金髙・・・多田さん、頑張って下さい。 

鹿野・・・また 10%クラブに 3000 円とられまし

た。 

木村・・・戸田先生、ようこそ！大手前ロータリ

ークラブへ。 

小林・・・戸田先生、ようこそ。卓話楽しみにし

ています。事業創業記念のお祝いあり

がとうございます。 

松田・・・戸田先生の卓話、楽しみにしております。 

中村(匡)・寒いですが、元気です。感謝！！ 

中田・・・X’mas 自祝。本年も皆様この日を迎えら

れることができました。 

西尾・・・ちょっと良い事がありました！ 

大蔭・・・テンパーセントクラブ体重測定の日です！

祝結婚 38年目を迎えました。 

佐々木(宏)・戸田先生、卓話楽しみです。 

佐々木(裕)・先週欠席のおわび。 

瀬尾・・・山本エツコさんの代理卓話の戸田先生、

よろしくお願いします。 

曽我部・・30年皆出席の表彰をいただいて。 

山本・・・戸田先生、今日は快く引き受けていただ

きありがとうございました。宜しくお願

い致します。 

｢｢｢｢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｣｣｣｣    

戸田リウマ戸田リウマ戸田リウマ戸田リウマチ科クリニックチ科クリニックチ科クリニックチ科クリニック    

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 RCRCRCRC))))    

((((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)))) 

開催日：2015年 12月 4日(金) 

出席会員数：23名 

(会員総数 38名、内出席規定適用免除会員 11名) 

去る 10 月 30 日および 11 月 6 日の指名委員会

で指名され、例会で発表された次年度理事・役

員候補者 13 名が全員当選し、下記の通り決定

いたしました。 

2012012012016666～～～～2012012012017777 年度クラブ役員・理事年度クラブ役員・理事年度クラブ役員・理事年度クラブ役員・理事    

〈役員〉        〈理事〉 

直前会長   中林邦友  理事 北村光司 

会長ノミニー 岡田耕平  理事 松浦貞男 

副会長    長谷裕代  理事 中村不二 

幹事     瀬尾公一  理事 西尾昌也 

会計     中田圭子  理事 大蔭政勝 

SAA         松田喜則   理事 曽我部律夫 

    理事 辻村和弘 

整形外科開業医の僕に

できる職業奉仕は、同業

者の常識を守ることより

も世間の皆様への奉仕を

最優先することだと考え

ます。 

世間では医療費を増大

させているのは高齢化のためだと信じこまれてい

ますが、実はそれよりも先端医療実施費用の増加

によるところが大きいです。最近は、公立病院も

独立採算制になっているので、最先端で高額な治

療を薦めてくることがあります。確かに、本当に

最先端で高額な医療によって助かる人もいること

は事実ですが、最先端医療で医療費が増大した分

をどこかで埋め合わせする必要があります。それ

は、病気が重症化しないうちに自分で治す努力だ

と僕は思います。 

膝や腰は年齢とともに痛くなりやすく、膝や腰

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥58585858,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥923923923923,,,,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    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    ――――    年次総会年次総会年次総会年次総会報告報告報告報告    ――――    

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



｢｢｢｢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    真紀子真紀子真紀子真紀子 

日本大好き！キーンさ

んは人との和の融合・思

いやり・道徳心～言葉で

表すことのできない不思

議な日本人を理解したい

と生涯日本に捧げた身

は、3・11で｢日本人にな

る｣と、逃げかえる外国人に言い放って今も、日本

人の研究をしています。 

 そもそも、始まりは、祖国アメリカの古本屋で、

｢源氏物語｣を見つけたことでした。こんな人種が

いる？と思いをはせ。 

大戦で敵国の日本の島で、自決した遺体を見て

驚きました。団結し、切腹した姿は祖国をみんな

で守ろうと、誇りある死でした。 

なぜ？？強い思いで、戦後、日本を知りたいと

来日、古書から書物という書物、すべて読み、そ

の翻訳は、世界中に広がり、戦争責任で誤解され、

自虐史観の日本人に、払拭というプレゼントをし

てくれました。 

これらの翻訳は、ノーベル賞選定の委員会から、

授賞に相応しい人の選出を依頼されました。 

キーンさんは谷崎潤一郎｢細雪｣・川端康成｢伊豆

の踊子｣・三島由紀夫｢金閣寺｣を挙げましたが、当

時、若年の三島由紀夫の最高の才能を、また次の

機会にと、川端さんを推薦しました。 

その後、日本人の民度の高さ・感性などを知り

得ながら、司馬遼太郎さんの｢日本人は誤った方向

に進んで行くんじゃあないか｣との危惧にあわせ、

二人で、取戻しを図る活動を進めました。 

私は、規律正しく作法正しい家系に育ち、彼ら

が活躍していた 10 歳頃に、日本があほになると

心配。そのあと、｢1 億総白痴化｣大宅壮一さんは

テレビにより、日本人、１億人が馬鹿になったと

発しました、流行語大賞ものでした。 

それは日本の経済が、池田内閣(所得倍増論＝下

村治)～～田中角栄のインフラ中心の経済大国(ア

ニマルといわれ)資本主義経済がどんどん上昇し、

お金を持てば人に頭を下げる必要がない時代に突

入。今でいう拝金主義。心を失くし、思いやりも

欠けた時代への変貌の時期でしたから。 

皆様が改めて日本の歴史をひも解き良さを確認

しなければ、キーンさんの答えは出ませんよね。

神の国と言われるこの国は、世界が｢絹の道｣で広

く交易をし、文明・文化・芸術あらゆるものが発

展を導いた中、韓国から日本に渡った交易は、太

平洋に妨げられ、人の輪を守った農耕民族＝日本

は、鎖国もあり、わびさびの独自の進化を遂げま

した。江戸時代の 250年の知識ぬくもりは、同時

期、他国に比べようもないものだったようです。 

外国人でさえ、世界で１番美しい生き方の日本

を遺したいと思うのに、壊れる一方です。 

お金を持ち、根拠のない自信の蔓延・慢心でい

ることが、たった 70 年間の幸せを、今、壊され

の障害は寝たきりの原因となります。膝の痛みの

予防は膝を伸ばす太腿の筋肉を鍛えることです。

方法は、ひざの裏で家庭用体重計の上のトイレッ

トペーパーをグーッと下に押しつけて、五秒間で

最大の数値を記録します。最大筋力の 80%の目盛

になるようにトイレットペーパーを数回押さえ

て、80%の力がどれぐらいの力の入れ具合か感覚

でつかみます。感覚をつかめば、毎回、体重計は

いりません。おおよそ 80%の力で枕やバスタオル

を丸めて、ワンセット 20 回押さえつけるように

して 1日に 3回以上行いましょう。 

腰痛予防法は、ヤンキー座りで背筋を伸ばしな

がら、ゲンコツを使って、左右のベルトの線から

お尻の割れ目の際まで上から下に圧迫しながら引

き伸ばします。次に、親指の付け根を使って骨盤

の横や太腿の前の筋肉を引き伸ばしましょう。左

右 20回ずつを 1セットとして、1日 3～5度行っ

て下さい。 

膝痛や腰痛を自分で治す努力は自分のためだけ

ではなく、自他共栄であり、りっぱな社会奉仕だ

と僕は考えます。新米ロータリアンが生意気を申

して、失礼しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 3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  1名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<12 月 4 日の出席率 88.57％>  

Make up を含む 11/13 の出席率 92.59％ 

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？    

ロータリーの標語は｢I serve｣であります。ロー

タリーの奉仕とは、個人の職業倫理に基づいて奉

仕の心を職業社会に実践することであります。倫

理を学び、人間の人格を高揚させ、それをもって

初めて職業社会に、そして社会の弱者に対して奉

仕が出来るのであります。 

ロータリーの第一義はロータリアンの心の開発

であります。ロータリーは単なる慈善団体、単な

幹事幹事幹事幹事    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

5日(土)大阪国際会議場に於いて、国際ロータリ

ー第 2660 地区の地区大会が大阪ロータリークラ

ブをホストクラブとして開催されました。 

大阪弁のポールハリスが出てきたり、福娘がア

テンドをしたり、笛の演奏があったりと色々な趣

向が凝らされており素晴らしい会でした。 

シンポジウムは、世界的にも著名な阪大と京大

の名誉教授が癌の抗体についてなどを講演され、

大変興味深い話ばかりで、参加者も皆聞き入って

いました。 

――――    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 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｣) 

そうな、きな臭い状態で、目を覚ますときではな

いでしょうか？ 

我々が望みのすべてを与えられ幸せだったこと

を、皆様のお子達やお孫さんたちに、差し上げら

れるだろうか？と一度立ち止まって胸に手を当て

ていただきたい？ 

NHKが朝ドラで｢あさがきた｣・大河ドラマ｢花

燃ゆ｣を取り上げているのも、悪者にされる日本人

我々に誇りを取り戻すためでは？と。 

前者あさちゃんは、己より他人、ファースト・

ペンギン、と。誰かが先にしなければ、と、胸を

張って堂々と立ち向かう。後者みわさんは育った

環境から人として教え導く道を創った。 

私は自分に重なり、ぜひ、皆様に｢広い視野｣で

｢強靭な精神｣で突き進んでいかれることを望みま

す。決して今を満足せずに羽ばたいてくださるよ

う心よりお願い申し上げます。 

る寄付団体、単なるボランティア団体ではないと

言われるところがここにあります。 

ロータリークラブに入会が推薦された時、会員

全員にそれを問う投票が行われます。誰かが拒否

すれば、その方は入会を許されない。これは入会

に際してまでもロータリーはその人物の倫理を問

うているのであります。 

ここで一つの疑問が生まれて参ります。それは、

｢ロータリーは I serveだと言っているが、奉仕活

動はクラブが主体となって行っているのではない

か。ロータリアンはクラブの指示に基づいて活動

をしている。これは団体奉仕であって I serve と

は言えないのではないか。｣という考えを持たれて

いる方が多くおられます。この考えは間違いであ

ります。 

(次回へ続く) 
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