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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    

・2月 19日例会終了後、3月度定例理事会を開催

致しますので、理事役員の方はご出席よろしく

お願い致します。 

中林・・・色々な面で最近充実しています。にこ

にこ！ 

長谷・・・先週お休みのおわび。河野さん、卓話

よろしくお願いします。 

金髙・・・河野国際委員長、本日卓話頑張って下

さい。 

木村・・・何もありませんが！ 

北村・・・結婚のお祝いをありがとうございました。 

岡田・・・台湾南部地震に対しお見舞い申し上げ

ます。 

岡本・・・インフルエンザで欠席します。申し訳

ございません。 

大蔭・・・ピルゼン会(月に 1 回のビールの会)累

積 100 回出席者として表彰されまし

た。太るはず！ 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 2 月 19 日 第 1579 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 26262626 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    ――――    

台湾南部で起きた地震に対する報道が大きくな

され、心配な状況です。 

 台北百齢 RCに対しては、すぐに大阪大手前 RC

のみんなが驚き、心配していることを伝え、何か

少しでも力になれることはないか。また、詳しい

状況が判らないので、情報が欲しい、とメールを

したところです。 

 少し状況を見守りたいと思います。我がクラブ

においても、緊急連絡網の整備等を行い、やるべ

き事の検討を早急に行う予定です。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢冬景色冬景色冬景色冬景色｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢最近の最高裁判例２例＆ロボットの話最近の最高裁判例２例＆ロボットの話最近の最高裁判例２例＆ロボットの話最近の最高裁判例２例＆ロボットの話｣｣｣｣    

小松小松小松小松    英宣会員英宣会員英宣会員英宣会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノー「「「「愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    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    ￥￥￥￥26262626,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,222275757575,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    



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    

今回のクラブフォー

ラムは｢台北百齢 RC 来

日時の接遇について｣と

いうことで、台北百齢

RCの方々が当クラブ周

年例会参加のために来

日された際の空き時間

に桜見にいいところはないかを話し合っていただ

きました。このクラブフォーラムで台北百齢 RC

の方々に喜んでもらえるにはどうしたらいいかを

考えてもらうことで、多くの会員に台北百齢 RC

との事業等に参加していただくことが出来ればと

思っています。 

台北百齢 RCの方々は 4月 7日(木)12時に関西

空港に到着され、18時ごろよりウェルカムパーテ

ィーを開催いたします。また、4月 8日(金)には旧

ICS事業で尼崎学園に行きます。 

（各テーブルディスカッション及び発表） 

頂いたご意見から桜見の行先を決めます。改め

て事業の案内をいたしますのでご参加をお願い致

します。 

皆様からの貴重なご意見ありがとうございまし

た。 

――――    祝祝祝祝....ご結婚ご結婚ご結婚ご結婚報告報告報告報告    ――――    

イタリアのレッドバレ

ンタインデー 

バレンタインデーは、2

月 14 日に祝われイタリ

アでは男女の愛の誓いの

日とされます。 バレンタ

インデーの歴史は、ロー

マ帝国の時代にさかのぼります。 

翌 2月 15日は、ルペルカリア祭の日と呼ばれ、

羊などの群れを守ることを祈願する日でした。 

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    

2016年1月22日、｢い

い夫婦の日｣に入籍をい

たしました。なんと初婚

です。 

伴侶は輿石直美さん

といい、一回り下の方

で、15 歳まで父上の仕

事の都合でペルーにいたという経歴を持っていま

す。料理が好きで活動的で、毎日楽しく過ごして

います。 

クラブからお祝いを頂き、ありがとうございま

した。お互いいい歳なので、簡単な食事会程度の

ものを 4月下旬に行うかもしれません。その節は、

お時間が許せばご参加ください。 

・広報委員会・広報委員会・広報委員会・広報委員会    

委員長委員長委員長委員長    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝 

『週報に寄稿』 

職業奉仕委員会の寄稿があと 2 回で終わりま

す。次からは皆様からの御寄稿をお待ちしており

ます。 

題名は自由、各自の近況報告、趣味、旅行、結

婚、奉仕活動などについての投稿をお待ちしてお

ります。 

順不同になりますが、400字以内(写真 1枚まで)

で、各自 1回以上宜しくお願い致します。 

 

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

北村北村北村北村    光司光司光司光司    

北村北村北村北村    光司光司光司光司    

2012 年度米山奨学生の張碩君より年賀状が参

りました。彼は昨年 6 月より国際交流基金・北京

日本文化センターというところで日本語教師とし

て働いています。日本、米山奨学生としての体験

を活かして日本語を毎日楽しく教え、やりがいを

感じているとの報告がありました。 

1 月は当初のみしかホームクラブに出席できて

おらず遅くなりましたが、皆様にご報告させてい

ただきます。 

――――    元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生報告報告報告報告    ――――    

――――    米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生報告報告報告報告    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



――――    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  19名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  8名 

<2 月 12 日の出席率 74.19％>  

Make up を含む 1/22 の出席率 100.00％ 

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３)二宮尊徳 報徳教 

   ｢報徳｣経済を忘れた道徳は寝言である。道

徳を忘れた経済は罪悪である。私利私欲に

走るのではなく、社会に貢献すれば、いず

れ自らに還元される。 

その４)大阪商人達にみる職業奉仕と社会奉仕 

大阪商人たちは懐徳堂という論語塾で心を

磨いた結果、職業奉仕的な表れとして、大

阪商人の商業道徳、職業倫理を確立、社会

奉仕的な表れとして、地域社会に沢山の橋

を架けた。大阪の多くの橋は、お上の力に

よって架けられたものは一つもなく、全て

大阪の商人たちが自分たちの地域社会は自

分たちで作っていこうと云って、民間の力

で橋を架けたもの。 

例えば心斎橋： 孔子が弟子に論した言葉に

｢仁の道は貧富に関わりなく存在する。まず

心を洗え｣という言葉あり。大阪商人達がこ

の言葉に感動して｢心を斎む橋｣と書いて

｢心斎橋｣と名付けた。 

 

→ロータリーの奉仕を実践する前に先ず奉

仕の心を磨くことが大切 

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 

カトリック教会においては、ルペルカリア祭は

聖人のウァレンティヌスの記念日と取り替わりま

した。しかし、愛と全然関係がありませんでした。 

15 世紀詩人のジェフリー・チョーサーのお蔭

で、初めて 14日は愛と繋がるようになりました。

そのころから 恋人や親しい人に｢Valentine｣とい

うカードを贈る習慣が広がりました。 

現在のイタリアにも毎年楽しみする祝日の一つ

です。しかし、日本のバレンタインデーと違いま

す。 

まず、告白する日ではありません。カップルだ

けの為の日だといわれています。そして稀にチョ

コレートを送りますが、花やプレゼントなどもっ

と高価な贈り物が人気です。 

もう一つ、友チョコが存在していません。世話

になった人や親戚などへの感謝の気持ちがあふれ

ている贈り物がありません。その結果、恋人がい

ない人は、うらやましくてむっとすることが多い

です。 

最後、ホワイトデーの習慣はありません。何故

と言うと、贈り物するのは男性だけです。 

そして値段の安いプレゼントはいけないという

イメージがあって、バレンタインデーが恐ろしい

一日だと感じている男性もいます。 

バレンタインデーはクリスマスに並ぶ大きいビ

ジネスです。何億ユーロが遣われて、新しい商売

も誕生します。例えば元彼氏からもらったもう要

らない贈り物を売却する商売が存在します。 

個人の意見のですが、日本のバレンタインデー

の方が賢いと思います。なぜなら、お世話になっ

た人にチョコレートをあげる際、自分の感謝の気

持ちも伝えるし、恋人がいなくてもチョコレート

をもらうなんて素敵なことです。 

イタリアでは、バレンタインデーになると恋人

がいない時、自分にあまり価値がないのを感じさ

せる雰囲気があります。でも日本のみたいに友チ

ョコをあげることによって皆は嬉しくて、自分の

価値があると感じられるでしょう。 

誰もが幸せになれる日になっていて、私はすば

らしいと思います。 

 

 

 

～～～～    ｢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    ～～～～    



――――    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) 

｢｢｢｢中学生の救急蘇生講座中学生の救急蘇生講座中学生の救急蘇生講座中学生の救急蘇生講座    継続継続継続継続 20202020年の協賛年の協賛年の協賛年の協賛｣｣｣｣    

浜松南ロータリークラブ浜松南ロータリークラブ浜松南ロータリークラブ浜松南ロータリークラブ    内村内村内村内村    正幸氏正幸氏正幸氏正幸氏    

((((第第第第 2620262026202620 地区地区地区地区    静岡県静岡県静岡県静岡県)))) 

 病院外の自宅や学校などで突然発生する心筋梗

塞などの緊急疾患、スポーツ中の突発事故、地震

災害などで突然倒れ心配停止した傷病者に遭遇し

た時、現場に居合わせ家族や友人が勇気を出して

119番通報し、救急車到着まで正しい｢心肺蘇生｣、

｢AED(自動体外式除細動器)操作｣を現場で開始す

ることで、救命率は大きく改善します。 

 このことを踏まえ、浜松市医師会では、1995年

に発生した阪神・淡路大震災の教訓と、その年か

ら始まった中学生の週休 2 日制導入に着目し、全

国に先駆けて土曜日の学外研修日を利用した｢中

学生のための救急蘇生講座｣を実施してきました。

専門医師、救急隊、教育委員会が一体となって、

中学生に正しい心肺蘇生を指導し、｢人の命の大切

さ｣を習得させようという取り組みです。 

 当クラブでは当初からこの取り組みの意義に賛

同し、中学生の訓練に使用するテキストおよび器

具代を支援し、会員自ら蘇生訓練を習得して講座

開催日に参加しています。 

 開講して 20 年が経過し、昨年 3 月までに開い

た講座は 704回となりました。一年間に参加する

中学校は、浜松市全域の公立中学校 48校と、他 2

校の 50校。この間、受講した中学生は 2万 1,465

人となりました。この取り組みへの支援が評価さ

れ、クラブには 9月 9日、浜松市長から感謝状が

授与されました。 

｢｢｢｢慈友学園の子どもたちとウミガメ保護活慈友学園の子どもたちとウミガメ保護活慈友学園の子どもたちとウミガメ保護活慈友学園の子どもたちとウミガメ保護活

動へ参加動へ参加動へ参加動へ参加｣｣｣｣    

名名名名古屋北ロータリークラブ古屋北ロータリークラブ古屋北ロータリークラブ古屋北ロータリークラブ    

((((第第第第 2760276027602760 地区地区地区地区    愛知県愛知県愛知県愛知県))))    

 クラブでは 10 年来、奉仕活動として毎年、名

古屋市東区の児童養護施設・慈友学園の子どもた

ちとの交流を続けており、今年度は 8 月 29 日、

子どもたち 32 人を静岡県浜松市の中田島砂丘に

招き、会員とともにウミガメの放流を体験。海で

の自然保護の大切さを学びながら楽しく過ごしま

した。 

 中田島砂丘では、ウミガメの保護活動を長年続

けている NPO サンクチュアリジャパンの方から

｢ウミガメは 1回で 100個ほどの卵を産みますが、

最近では自然環境が悪化し、生存率が低下してい

ます｣と、保護の難しさをうかがいました。 

 その後、子どもたちはアカウミガメの子ガメを

受け取り、これをしっかり眺めたり触ったりした

後、一斉に浜辺へ放しました。子ガメが小さな足

を懸命に動かして海へ向かう姿に大いに感動。｢頑

張れ･･････｣と海に消える子ガメに声援を送りま

した。 

 続いては昼食のバーベキュー。子どもたちと会

員たちが力を合わせ、肉や野菜、ソーセージなど

を次々と焼き上げ、皆、おなかいっぱいになりま

した。バーベキューを楽しんだ後はスイカ割りや

海釣り体験、また、工作教室で貝殻を使った置物

作りなどを楽しみました。 

 このような活動を通して、子どもたちと自然保

護の大切さを学ぶとともに、温かい交流を実感し

た貴重な一日でした。 

 

 

――――    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 2222 月号より月号より月号より月号より    ――――    


