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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    

・本年度 IM6組ロータリーデーの内容をまとめた

CD が、ホストクラブの大阪天満橋ロータリー

クラブより届いております。ホームページから

もご覧いただけますが、ご希望の方は事務局ま

でお願いします。 

・株式会社熊平製作所より｢抜筆のつづり七十五｣

が届き配布させてもらいましたので、お読みく

ださい。 

・11 日(木)祝日の為、週報原稿は 8 日(月)までに

提出お願いします。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 2 月 12 日 第 1578 回例会 
平和と紛争予防/紛争解決月間 

◎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((((2222 月月月月 11119999 日日日日))))のお知らのお知らのお知らのお知らせせせせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢世界の平和世界の平和世界の平和世界の平和｣｣｣｣♪♪♪♪    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子と五代友厚朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子と五代友厚朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子と五代友厚朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子と五代友厚
の世界―の世界―の世界―の世界―」」」」    
経済史学者経済史学者経済史学者経済史学者    

    大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授        
大阪企業家ミュージアム館長大阪企業家ミュージアム館長大阪企業家ミュージアム館長大阪企業家ミュージアム館長    宮本宮本宮本宮本    又郎又郎又郎又郎氏氏氏氏    

((((大阪大阪大阪大阪 RCRCRCRC 会員会員会員会員))))    
((((小林小林小林小林    アツ子アツ子アツ子アツ子会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

････3333 月度定例月度定例月度定例月度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    いずみたくいずみたくいずみたくいずみたく「「「「見上げてごらん夜の星を見上げてごらん夜の星を見上げてごらん夜の星を見上げてごらん夜の星を」」」」    

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    ――――    

本日は、喜ばしい報告がいくつかあります。 

 先ず、北村光司会員が、ご結婚されました。末

永くお幸せに。 

 次に先週、カテーテル手術を無事終えられた田

中健会員が、今週お元気なお姿を見せて下さりま

した。また、11日間ドイツに行っておられた多田

秀觀会員は、本日午前中に関西空港に到着され、

旅の疲れをものともせず、例会に出席されていま

す。本当に喜ばしいことが重なっております。 

 さて、私事ですが、1年ほど前から沖縄三線(さ

んしん)を始めており、今一番熱心に練習している

習い事です。 

 左手で弦を押さえ、右手で弾き、目で譜面を読

み、大きな声で唄います。 

 一度に様々なことをするので、脳にも指先にも

良いと言われています。 

 ご興味のある方、一緒に始めませんか。 

･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｣♪｣♪｣♪｣♪    

････クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム((((国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC 来日時の接遇について来日時の接遇について来日時の接遇について来日時の接遇について｣｣｣｣    

河野河野河野河野    裕一国際奉仕委員長裕一国際奉仕委員長裕一国際奉仕委員長裕一国際奉仕委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マリィマリィマリィマリィ「「「「金婚式金婚式金婚式金婚式」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

日 時：2016年 2月 5日(金) 

審議議案： 

１．平成 28年 1月 22日、北村会員が御入籍され

たので結婚祝い 1万円をする旨、承認。 

２．青少年奉仕委員会より別紙の通りボランティ

アを励ます会の場所および会費の承認。 



辻村・・・本日、初体重クリア。北村さん、結婚

おめでとうございます。 

朝槻・・・体調とりもどし計り休憩しています。

北村さん、卓話よろしく。 

犬伏・・・誕生月を自祝！今年は当り年です。 

金髙・・・旧暦のお正月おめでとうございます。 

鹿野・・・ニコニコ遅れたおわび。 

木村・・・先週は、卓話担当ですのに欠席してス

ミマセン！ 

小林・・・旧暦のお正月ですね。おめでとうござ

います。 

松田・・・今月、結婚記念日自祝。 

松浦・・・春よ、早く来い！ 

｢｢｢｢末期がんからの生還末期がんからの生還末期がんからの生還末期がんからの生還｣｣｣｣    

㈱㈱㈱㈱ファイン会長ファイン会長ファイン会長ファイン会長    佐々木佐々木佐々木佐々木    義正義正義正義正氏氏氏氏    

    ((((北村北村北村北村    光司光司光司光司会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

ガンは私たち人体の 60

兆ものある生命の最小単

位細胞の異状によってお

こる。細胞の内部を美し

くし、ミトコンドリア、

小胞体などの各務官を健

康にすることにより細胞

の中央にある DNA、RNA の損傷を防ぎ、正常細

胞にでき、癌を治すことができるのではないかと

考えた。 

 末期がんになると癌細胞が多量に老廃物を排挫

し細胞内は非常に汚いものとなる。細胞内は細胞小

器官で満たされているが、その小器官は、サイトゾ

ールの海に島のように浮かんで点在している。 

・・・・SSSSAAAAAAAA    

長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代 

先日のクラブ協議会において、例会中の私語が

多いので、注意するのは SAAにお任せしたいと意

見がありました。 

これからは赤いたすきの SAAが、各テーブルに

着き、注意をさせていただきますので、その折は

宜しくお願いいたします。    

・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    

委員長委員長委員長委員長    曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫 

今年度始めよりほぼ毎週の週報に職業奉仕に関

する記事(職業奉仕とは何か？職業奉仕は難解

か？)を掲載して来ました。もう 2～3 週分でその

シリーズが終了致しますので、今後会員の皆様か

ら職業奉仕に関するお考え、御意見等の御投稿を

いただきたくお願い致します。    

・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    

先般よりお伝えしておりました｢ボランティア

を励ます会｣の詳細が決定いたしましたので、ご

案内いたします。 

日時：2月 26日(金)19時から 

場所：帝国ホテル大阪 2階フライングトマトカフェ 

会費：7,000円 

出欠連絡がまだの方、よろしくお願いします。 

中林・・・北村さん御結婚おめでとうございます。 

中村(不)・北村さんご結婚おめでとうございま

す。お幸せに！！ 

西尾・・・ニシオボヌール号復帰戦、見事優勝

しました。 

岡田・・・連続欠席のお詫び。 

岡本・・・本日次年度ノミニー理事会です。よろ

しくお願いいたします。北村さんご結

婚おめでとうございます。 

大蔭・・・テンパーセント倶楽部(新入会員の岡本

さんを迎えて)楽しいお食事会でした！ 

佐々木(宏)・お久しぶりです。先月末全豪オープン

を観に行ってきました。 

佐々木(裕)・春節なので。 

瀬尾・・・次年度ノミニー理事会あります。よろ

しくお願いします。北村さんのご結婚

おめでとうございます。 

曽我部・・①誕生日につき。②北村さん御結婚お

めでとうございます。 

末永・・・北村さん、御結婚おめでとうございます！ 

田中・・・お久しぶりです。結婚記念日自祝。 

 

――――    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    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥67676767,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,249249249249,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

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

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



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    

日本における伝統的職業倫理日本における伝統的職業倫理日本における伝統的職業倫理日本における伝統的職業倫理    

その２)近江商人｢三方よし｣の商人道→｢売り手よ

し｣｢買い手よし｣｢世間よし｣。 

    中村治兵衛が 1754 年に 15 歳の養嗣子に

認めた家訓が原典と云われる。 

   ・商いの基本は、｢売り手よし｣｢買い手よし｣

の、売り手、買い手双方の満足というこ

とのほかに、｢世間よし｣として、その取

引が世間に認められ、社会全体の幸福に

つながる倫理に適った商いをすること、

すなわち｢三方よし｣が商売の秘訣であ

る。 

  ・このことが、行商先の顧客の間に｢信用｣

という目に見えない財産を築いていき、

家業を未来永劫に存続させていくのだ。 

  ・自分のことだけを考えて一挙に高利を望

んだりせず、損得は天道のめぐみ次第で

あると思い定め、ひたすら人様の役にた

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

日時：平成 28年 2月 6日(土)9：30～11：30 

委員会の内容は、ほとんど地区補助金、または

グローバル補助金を利用した国際奉仕事業推進の

為の話に終始した。特に地区補助金を利用したこ

とがないクラブが当地区でも 24 クラブあり、是

非使う努力をしてほしいとのことだった。グロー

バル補助金にいたっては、今年度 10 クラブしか

申請しておらず、手続きの難しさや、海外のクラ

ブとの調整の難しさが数字に表れている。 

高島パストガバナーから中之島ロータリークラ

ブのグローバル補助金を利用したベトナムでの

｢内視鏡手術の発展と教育｣という事業の説明があ

り、かなり大掛かりなすばらしいものであった。 

会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

戦略計画委員会の目標とするところは、各ロータ

リークラブが現在の社会に合った形に変革するこ

とである。ガバナー訪問でもお願いしているとこ

ろであるが、現在 13 クラブが委員会を発足して

いない。その内 4 クラブは人数不足、9 クラブは

必要性を感じない、理事会と戦略計画委員会の役

割が重なる等の理由によるものだそうだ。 

 会議では IM ごとにガバナー補佐が現状を報告

され、続いて代表クラブの委員長がそのクラブの

戦略計画の進捗状況、問題点などを話された。取

りとめのない報告もあったが、その中で IM7組の

発表は①クラブの目指す方向の確認、②戦略計画

委員会の位置づけ、③活動状況報告(WGの立ち上

げ等)、④今後の予定、をパワーポイントで順序良

くまたわかりやすく報告され、発表の見本とも言

うべき内容であった。我がクラブも再度それらを

確認して進めるべきかもしれない。 

この海の中にはカリュームイオン、アミノ酸、

ブドウ糖などの栄養素が溶け込んでいる。ここが

汚染されると過酸化物質の生成などがなされ

DNA，RNA などの損傷が起こり、発がんの原因

ともなる。 

白ハトムギエキスは強いデドックス効果によっ

てこの細胞の海(サイトゾール)をきれいにする。

さらに、免疫機能を強化するメシマコブ、アガリ

ックスなどのベータグツルカンを含んだキノコ

類、新生血管の生成を阻害するするサメ軟骨エキ

スのなどを同時にとればよい。 

ハトムギエキスの大量投与によって治癒した３

症例を紹介する(省略)。私は 50年前フラスコの中

で高分子合成実験を夜遅くまで行っていた。過酸

化物質により高分子のラジカル反応を行ってい

た。同じような反応が細胞の中でも行われ細胞中

の DNA(高分子)にラジカルを発生させて遺伝子

損傷を起こし、痛を発生させたと思われる。 

ご質問、ご要望があれば、北村光司氏を通じて

私までご連絡されたい。 

つことのみを心がけよ。 

引用文献 

庄野晋吉：平成 27年 5月 9日、第 2660地区第 2

回職業奉仕委員長会議｢ロータリーの原点は親睦

と奉仕｣(奉仕の根幹は実業に於ける職業奉仕)よ

り 

 

 

～～～～    ｢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    ～～～～    

――――    地区国際奉仕委員長会議地区国際奉仕委員長会議地区国際奉仕委員長会議地区国際奉仕委員長会議報告報告報告報告    ――――    

――――    第１回戦略計画委員長会議第１回戦略計画委員長会議第１回戦略計画委員長会議第１回戦略計画委員長会議報告報告報告報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0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  3名   会 員 出 席  25名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  2名 

<2 月 5 日の出席率 94.12％> 

Make up を含む 1/15 の出席率 81.48％ 

 2005(平成 17)年に食育基本法が制定され、学校

教育でも食育に力を入れている。食の安全性、孤

食(独りでの食事)や偏食、食自体とそれに起因・

付随する問題が指摘され、食を通した｢命｣の教育

が問われている。一方、給食費を払っているから、

｢いただきますを言わなくていい｣と、子どもや学

校に言う保護者もいると聞いたことがある。 

 食事は｢命｣を交換する儀式である。｢いただきま

す｣は日本人の食に対する倫理観で｢命への敬意｣

でもある。戦後 70 年、目覚ましい発展を遂げた

日本、一方でじゃ飽食の問題も抱えている。｢食｣

は｢人を良くする｣と書く。物質的な豊かさの中で

｢食べ物は体をつくり、食べ方は心をつくる｣とい

うことを各家庭でも今一度考えてほしいと思う。 

｢｢｢｢心と体をつくる食育心と体をつくる食育心と体をつくる食育心と体をつくる食育｣｣｣｣    

北上西ロータリークラブ北上西ロータリークラブ北上西ロータリークラブ北上西ロータリークラブ    木村木村木村木村    利光氏利光氏利光氏利光氏    

((((第第第第 2520252025202520 地区地区地区地区    岩手県岩手県岩手県岩手県    教育行政教育行政教育行政教育行政))))    

 務めている中学校の昼の放送で、こんな放送があ

った。｢食事の前の『いただきます』というあいさ

つには、食べ物への感謝の気持ちが込められていま

す。皆さんが食べている食べ物は、元をたどれば、

すべて生きていたものです。その命をいただく感謝

の気持ちを表すのが『いただきます』というあいさ

つです。食事の後のあいさつの『ごちそうさま』の

『馳走』には、『駆け回る』という意味があります。

この食事ができるまでに一生懸命働いてくださっ

たいろいろな人への感謝の気持ちを表す、『おかげ

さま』という気持ちが、この『ごちそうさま』とい

うあいさつです。もちろん食べ物には、私たちのあ

いさつは聞こえないと思います。また、私たちのた

めに働いてくださった多くの人々も、教室に来るこ

とはめったにないでしょう。でも、みんなで声を合

わせて、しっかりあいさつすることで、クラス全員

で感謝の気持ちを分かち合うことができます。そし

て、その思いは食べ物となった生き物はもちろん、

働いてくださった多くの人たちにもきっと届いて

いると思います｣ 

 以前、全校朝会で『いのちをいただく』(内田美

智子著)という本を読み聞かせたことがある。食肉

センターで働く坂本義喜さんが｢牛の命を解く｣と

言っている解体作業を通じて出会った少女とのや

りとりをつづった絵本である。私たちは奪われた

命の意味も考えず、毎日肉を食べている。自分で

直接手を汚すこともなく、坂本さんらの悲しみも

苦しみも知らず、肉を食べている。私は、命を｢い

ただきます｣と言わずに、食べることは許されない

と訴えた。目に涙を浮かべて聞く生徒もいた。そ

の後の給食では食べ残しの量が激減した。 

――――    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    ――――    

・・・・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｣) 

・・・・2222 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        11119999：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

ボランティアを励ます会 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・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｣) 

・・・・4444 月月月月 15151515 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｣) 

・・・・4444 月月月月 16161616 日日日日((((土土土土))))            

第 3回ゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

我がクラブは海外のクラブとの交流、留学生事

業などが国際奉仕委員会の事業と思われがちだ

が、それも大切な事業と位置付けながら、今後は

グローバル補助金を利用した事業も視野に入れて

進めるべきだろう。 

 

 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 2222 月号より月号より月号より月号より    ――――    


