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例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 
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E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先週先週先週先週のののの例会報告例会報告例会報告例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  36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  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 

<1 月 8 日の出席率 84.85％> 

Make up を含む 12/11 の出席率 92.59％ 

・・・・青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

ローターアクト主催の第 2 回地区献血のご案内

をいたします。 

本事業は、地区社会奉仕プロジェクトの一環と

して大阪赤十字血液センターとのタイアップによ

り行われます地区ローターアクトの取り組み事業

です。毎年大阪の輸血用血液が不足している夏と

冬の二回行われています。 

日時：2月 14日(日) 10：00～  

集合 9：50 閉会 16：00(雨天決行) 

場所：①難波バス停横 

②イオン大日 

③京橋駅 

④樟葉駅 

⑤千里中央阪急千里前 

お一人でも多くの方のご参加をお願いいたしま

す。ご協力いただける方は、事務局または中田ま

でご一報ください。よろしくお願いします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 1 月 15 日 第 1574 回例会 
職業奉仕月間 

◎◎◎◎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((((1111 月月月月 22222222 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    

｢｢｢｢介護の現場介護の現場介護の現場介護の現場」」」」    

医療法人浩治会医療法人浩治会医療法人浩治会医療法人浩治会    看護長看護長看護長看護長    藪内藪内藪内藪内    加奈子加奈子加奈子加奈子氏氏氏氏    

((((鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一会員浩一会員浩一会員浩一会員紹介紹介紹介紹介))))    

･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    谷村新司谷村新司谷村新司谷村新司「「「「昴昴昴昴」」」」    

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    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・1月 15日例会終了後、2月度定例理事会を開催

しますので、理事役員の方はご参加宜しくお願

い致します。 

・1月 22日例会終了後、第 3回クラブ協議会を行

いますのでご担当者の方はご参加宜しくお願い

致します。尚、出欠及び書類提出期限は 1 月 8

日ですのでまだの方は早急にお願致します。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣♪｣♪｣♪｣♪    

････職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕委員会担当委員会担当委員会担当委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢職業奉仕を理解しよう！職業奉仕を理解しよう！職業奉仕を理解しよう！職業奉仕を理解しよう！｣｣｣｣    

2013201320132013----14141414 年度年度年度年度    

地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長地区職業奉仕委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介会員会員会員会員    

････2222 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    フォーレ「フォーレ「フォーレ「フォーレ「言葉言葉言葉言葉ののののない三つのロマンスない三つのロマンスない三つのロマンスない三つのロマンス」」」」    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    



中林・・・新年あけましておめでとうございます。

今年も宜しくお願い致します。 

辻村・・・新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。 

福井・・・新年おめでとうございます。 

長谷・・・今年の干支｢ひのえのさる｣は古いやり

方のままでは衰退し新年やビジョンを

しっかり持って大手前ロータリーも変

えてゆけば良いですね。新年おめでと

うございます。 

金髙・・・新年あけましておめでとうございます。

誕生日自祝。 

北村・・・あけましておめでとうございます。今

年は良い年にいたします。 

小林・・・新年おめでとうございます。何才にな

ってもお正月はうれしいですね。 

村上・・・新年おめでとうございます。 

中田・・・祝、新しい一年に。宜しくお願いいた

します。 

中村（不）・新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしく！！ 

西尾・・・新年あけましておめでとうございます。 

岡本・・・新年あけましておめでとうございます。 

佐々木(宏)・新年おめでとうございます。中林丸あと

半年ガンバレ！！ 

佐々木(裕)・新年に際し。 

関・・・・本年もよろしくお願い致します。体重

の 10％クラブがんばります。 

瀬尾・・・新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。 

曽我部・・年賀状省略しています。失礼をお詫び

します。 

末永・・・記念日お祝いありがとうございます！ 

田中・・・お目出とうございます。 

山本・・・今年も皆様元気でいて下さい。私はお

正月ゆっくりと湯につかりました。 

でした。実際には冬至と関係して、昼もう一回長

くなる 25 日なので、復活する象徴だと思われて

います。 

現在キリストの誕生日だと言われているので誕

生と復活の意味を残しています。24日信者達は教

会に集まって 25 日までお祝いする習慣もありま

す。 

その後、家に帰って、前になかったはずのプレ

ゼントを見た子供達は喜んで楽しい時間を過ごし

ます。そのうちに両親はクリスマスランチの準備

を完成します。クリスマスのランチ、又ディンナ、

非常に重要さが持たせられているらしいです。25

日はこのような流れです。 

実際に何よりもクリスマスは家族の時間です。

一年中会えなかった親戚と再接続をする切っ掛け

になります。毎年別の親戚に家を決めて、クリス

マスランチの準備の負担を回すということです。 

イタリアの食文化が深いので地区によると料理

も変わってくるらしいです。私の親戚に電話した

時、ビックリしたことがありました。皆は同じ

Tortellini料理を食べるそうです。たぶんお婆さん

の若い時始まったわが家族の習慣なのかもしれま

せん。 

私の家族のクリスマスランチなのですが、だい

たい 12時ごろからスタートして、夜 18時まで続

けます。本当に大量の料理なので、Crostini のパ

ン前菜をから出して Tortellini(パスタが入ってい

るスープ)を食べます。 

今日はクリスマスで

す。イタリア人にとって

一年中で最も大切な日

だと言いえるでしょう。

クリスマスは伝統と家

族の日だからです。 

キリスト教の到来前

にも、25 日は大切な日

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    

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥66664444,,,,000000000000    ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,093,3921,093,3921,093,3921,093,392    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    ――――    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    ――――    



ました。大晦日の夕方『門松を切りに行こう。』と

パオラと出たのですが、松枯れが酷く、見つから

ないうえに日が暮れてきたので帰ってきました。 

この時彼女の足に追いつかない自分に気が付き

ました。(やはり薬で体が弱っている！)を実感し

ました。 

夜のそばを食べ、お寺の鐘が聞こえはじめると

家を出て村の社に向かいます。そこには今年の当

番の人たちがお宮を清め、大きなたき火をして初

詣の村人を迎えます。 

お参りが済むとお神酒や肴が出て顔を合わせた

人に『おめでとうございます』の挨拶が交わされ

ます。火にあたりしばらく話した後、遠くからの

鐘の音と星明りに送られて家につきます。夜が明

けると各家に獅子がお祓いに来ます。 

これで正月の公式行事は終わり、ストーブを

赤々と炊いてと思ってもできません、『明日は煙突

掃除か？』そこへ｢商品入荷｣のメールに翌日の予

定、(商品引き取り・煙突掃除・取り付け)決定で

す。 

引き取りは簡単でした。掃除は思ったより詰ま

っていたので手間取りました。取り付けは電気工

事を含めて 3 時間、パオラと頑張りました。これ

で循環扇がいらなくなりすっきりしてその夜は快

適になりました。 

4 日に病院に行くので、3 日に加古川を出まし

た。渋滞は思ったほどでなく、早く着けたのでパ

オラを天神さんに送りました。 

『おみくじを読んでほしい』最初の一行に『信

心が足らん』『これは当たっている、面白い、持っ

て帰る。』と懐へ、次に車が入りやすい生玉さん、

ここも入場規制で諦めて高津さん、下のパーキン

グに泊めてゆっくりと参拝します。 

神社内のカフェで飲んだ甘酒がとても美味しか

ったようで感心していました。パオラは箸さばき

も見事でおとなしく食べているところは、まさに

フェアレディ、でも時々上品さから相当離れた『ゲ

ヘゲヘゲヘ』が無かったら良いのにな、と言って

｢｢｢｢パオラのお正月パオラのお正月パオラのお正月パオラのお正月｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

クリスマス会で、『お正月はどうするの？』と聞

きますと、『多田さんと過ごしたい。』とうれしい

話で、『28 日に夕方においで、仕事の終わりの簡

単なパーティを済ませて出発しよう。』でやって来

ました。 

『お正月の料理は？』に『今年は病気やから、

何にもしない。』と言いながらスーパーで正月用の

食品を買っていました。 

翌朝、『何か手伝うことは？』に『薪割りをして

みる？』『前から一度やりたかった。』で用意しま

した。文句が多い、『そこは日陰、こっちの温かい

場所で』『はいはい（薪割りは力がいるのですぐに

温まります）』と日向にセットしました。 

最初は土に突き刺さったり木の端を掠ったりで

したが、やがて慣れてきて割れるようになってき

ました。気が付くとセーターは脱いで、半袖で汗

が出ています。『よく頑張った、そこまで。』 

午後は電気屋さんでファン付きの照明を注文し

次に、ローストチキンとジャガイモを頂いてエ

スプレスを飲んで終わりだと思うでしょう。実は、

次にグラッパとPandoroやTorroneなどというお

菓子の出番です。 

そして、お腹パンパンでテーブルを片付けて、

Tombola や Bestia トランプゲームを家族全員で

します。面白いのは、お金がかかっているのがほ

とんどのゲームなのです。 

私にとってクリスマスは暖かくて笑顔のある親

戚の姿が溢れている時期です。パン粉とワインで

汚れてしまったテーブルクロスというのは私のざ

わざわするクリスマスです。 

ですから遠くて辛いですが、今年皆さんと一緒

に過ごせたので、寂しくありません。私の家族の

代わり晴れやかなクリスマスをお祝いできて、感

謝します。Buon Natale！ 

 

――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    



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？        

ロータリー活動において、毎週一回の例会に出

席し、食事をし、卓話を聞いて、寄付をして帰る。

そのような無駄な時間をついやすより、ボランテ

ィア活動をする方がはるかに世のため人のために

なるのではないか。という考えを持たれる方が増

えてきております。何故、ロータリアンは毎週一

回の例会に出席しなければならないのでしょう

か。それは、有益な職業人の中から選ばれた会員

が、毎週一回の例会に集まり、お互いに時には先

生になり生徒となって、集団で奉仕の心を学び、

自己研鑽し、その心をそれぞれの家庭生活、職業

社会、地域社会、国際社会で奉仕の心を実践する

のであります。まず、ロータリアン自身の心を磨

かなければ、世の中に倫理を提唱することができ

ないのであります。 

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 

｢ほのぼのワークハウスプロジェクト｣｢ほのぼのワークハウスプロジェクト｣｢ほのぼのワークハウスプロジェクト｣｢ほのぼのワークハウスプロジェクト｣    

高松東ロータリークラブ高松東ロータリークラブ高松東ロータリークラブ高松東ロータリークラブ 

地区補助金を利用した障がい者自立支援事業

｢ほのぼのワークハウスプロジェクト｣を実施。障

がい者が自立する上で重要な収入源となってい

る、授産物のクッキー販売を促進するためのパッ

ケージやチラシのデザインを関係者とともに考え

て作成。 

職場例会で会員、関係者にお披露目し事業を終

了した。入園者によるお礼の演奏会では、懸命に

演奏する姿に感動した。 

(10月 13日 第 2670地区 香川県) 

いると息子が横で声を立てずに『ケタケタ』と笑

っていました。 

・・・・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｣) 

・・・・1111 月月月月 22228888 日日日日((((木木木木))))        11118888：：：：33330000～～～～    

歴代会長・幹事会 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・2222 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

・・・・2222 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・3333 月月月月 11111111 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・3333 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))            

地区チーム研修セミナー、PETS 

   (大阪国際会議場) 

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 33周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    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    ――――    

 

 

 

 

～～～～    ｢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    ～～～～    

――――    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 1111 月号より月号より月号より月号より    ――――    


