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TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

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    

・次週 4 月度定例理事会が開催されますので、理

事役員の方は出席よろしくお願い致します。 

中林・・・3月になって春めいて来ました。 

朝槻・・・本日は、卓話よろしくお願いいたします。 

福井・・・結婚記念日自祝。 

長谷・・・誕生日自祝。事業所創立記念例会自祝。

朝槻さま、卓話楽しみです。 

金髙・・・ホームクラブ皆出席 6 ヶ月皆出席を自

祝して！本日飛蚊症と診断されまし

た。年齢を自覚しました。 

鹿野・・・10%はじめて達成しました。 

木村・・・何もありませんが！ 

・国際奉仕委員会・国際奉仕委員会・国際奉仕委員会・国際奉仕委員会    
委員長委員長委員長委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

当クラブ創立 33 周年記念例会に出席のために

訪日される台北百齢 RC の方々のウェルカムパー

ティーを 4月 7日(木)18：30より帝国ホテル大阪

｢フライングトマトカフェ｣にて開催いたします。

ご家族の方にも是非参加していただき、台北百齢

RC の方々を大歓迎し、心のこもったおもてなし

をいたしましょう。 

――――    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 3 月 11 日 第 1582 回例会 
水と衛生月間 

◎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((((3333 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    
｢｢｢｢なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」    
株式会社パフォーマンスアカデミー代表株式会社パフォーマンスアカデミー代表株式会社パフォーマンスアカデミー代表株式会社パフォーマンスアカデミー代表    
天理大学ラグビー部ストレングスコーチ天理大学ラグビー部ストレングスコーチ天理大学ラグビー部ストレングスコーチ天理大学ラグビー部ストレングスコーチ    
啓光学園高校ラグビー部啓光学園高校ラグビー部啓光学園高校ラグビー部啓光学園高校ラグビー部 BKBKBKBK コーチコーチコーチコーチ    全国全国全国全国 3333 連覇連覇連覇連覇    
トップリーグの選手のパーソナルトレーナートップリーグの選手のパーソナルトレーナートップリーグの選手のパーソナルトレーナートップリーグの選手のパーソナルトレーナー    

山下山下山下山下    大大大大輔輔輔輔氏氏氏氏    
((((久保久保久保久保    友志郎友志郎友志郎友志郎会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    中田章中田章中田章中田章「「「「早春賦早春賦早春賦早春賦」」」」    

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    ――――    

IMの始まった 2002年 7月、我が大阪大手前

RCのメンバーは 57名でした。 

この時、既に最多時の 60数人よりは少し減少

してはおりましたが、例会時 6卓のテーブルがほ

ぼ満つる状態でした。現在のメンバーは皆様ご承

知のとおり 36名です。 

 当時と比べ 63%にまで減っております。この減

少率 63%は、IM6組の平均 77%、地区平均 77%

よりも下回る数字です。非常に寂しい事です。 

だからと言ってどこかのクラブと合併しても過

去の当地区で行われた合併 4件のすべてが 2つな

いし 3つのクラブが合併する前のメンバー数の合

計を大きく下回る現状を考えるに、合併も良い打

開策とは思えません。 

 やはり、メンバー一人一人が良きロータリアン

になるであろう友人・知人に声をかけ、例会にお

誘いし、地道に一人ずつメンバーを増やしていく

しか手立てはないと思われます。 

みんなで頑張っていきましょう。 

･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    

｢｢｢｢帝国ホテル帝国ホテル帝国ホテル帝国ホテル 125125125125 年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた MadeMadeMadeMade    

inininin    JapanJapanJapanJapan のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持    

    ～～～～    100100100100----1=01=01=01=0 のおもてなしの心のおもてなしの心のおもてなしの心のおもてなしの心    ～～～～｣｣｣｣    

松田松田松田松田    喜則喜則喜則喜則会員会員会員会員    

････4444 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    滝廉太郎滝廉太郎滝廉太郎滝廉太郎「「「「花花花花」」」」    

――――    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    ――――    

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

日 時：2016年 3月 4日(金) 

審議議案： 

１．委員減少のため、金髙好伸会員と岡田耕平会

員を例会運営委員に所属してもらう旨、承認。 



――――    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  10名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 
<3 月 4 日の出席率 81.82％> 

Make up を含む 2/12 の出席率 85.19％ 

｢｢｢｢偉大偉大偉大偉大なる神の島・大和なでしこが世界を救うなる神の島・大和なでしこが世界を救うなる神の島・大和なでしこが世界を救うなる神の島・大和なでしこが世界を救う｣｣｣｣    
朝槻朝槻朝槻朝槻    真紀子会員真紀子会員真紀子会員真紀子会員    

世界では類を見ない天皇家が、神代から続く国、

古から日本は｢神の国｣と言われます。 

最高位の神が天照大御神。女神により統治され

た世界であり、男女同権、女性上位でした。 

3 世紀、日本は、邪馬台国に置いて卑弥呼が君臨

し「魏志倭人伝」が初めて日本を記録として残っ

た。４世紀、韓国から漢字がもたらされ、男性だ

けのもので社会秩序は維持したが，馴染みにくく、

大和ことばにあわせた表音文字を転換させ万葉仮

名を創造した。飛鳥時代は推古天皇(聖徳太子が摂

政)から７代の女帝の存在は燦然と光り輝いてい

ました。奈良時代に律令が伝わり男尊女卑の思想

が入り、遣唐使の派遣により冨・栄耀栄華の極み

から女性は表舞台から姿をけし、表向き男性社会

でも｢｢｢｢下支え下支え下支え下支え｣｣｣｣として男女分業で活躍しました。 

今から千年前の平安時代、女性が一番輝いた時

代。藤原氏の摂関政治全盛期で、外戚関係重視(娘

を天皇に嫁がせる為に貴族たちは女子教育に力を

注ぎ教育係とした。)経済的・時間的余裕を与えら

れた才能ある女性が万葉仮名｢平仮名｣という大和

言葉を自由に表現できる時期が重なり、物語・随

筆・和歌など創出。 

 日本文化の基礎を作った最新気鋭の女性たちで

した。世界最古の小説世界最古の小説世界最古の小説世界最古の小説    紫式部の紫式部の紫式部の紫式部の｢｢｢｢源氏物語源氏物語源氏物語源氏物語｣｣｣｣。。。。(西

洋で女性初小説家は 18世紀)同時期、清少納言｢枕

草子｣、｢和泉式部日記｣、菅原孝標女｢更級日記｣

など。この日本という国の識字率、は古代から始

まり、天皇家を中心に江戸時代の文化を形成した

｢寺子屋｣は戦国時代を終え、農業、兼業、副業な

ど商業が活発になり経済ルールとして｢読み書き

そろばん｣が必要になり、失業浪人などが生きるた

めの苦肉の策として新しい職業を創りだした。世世世世

界初、知的失業者にその受け皿として平和産業を界初、知的失業者にその受け皿として平和産業を界初、知的失業者にその受け皿として平和産業を界初、知的失業者にその受け皿として平和産業を

充実した国なのです。充実した国なのです。充実した国なのです。充実した国なのです。 

家長制度も団結心も思いやりも人道的にすべて

を整え持った民度の高い日本人であるこの国の

人々は、大航海時代の後の、植民地時代のアジア

への危害が加わることに、アジアの島々を救おう

としたのです。 

これを嫌った西欧、米は、日本の賢さ強さ・優

しさなど強い日本を怖がって、阻止し、無理難題

を通し、戦争の方向に仕組み、結果、戦争に負け

たことのないと自負する日本は、受けて立ちまし

た。起こしたのは日本なのです。 

日本が、戦争に負けてアメリカは｢自由と平等｣

の幸せをもたらせてくれましたが、賢く思いやり

ある日本にもどさないために、1、教育政策 2、

戸籍法の改正 3、肉食のススメ 4、政治家・官

僚を米国の支配下に置く 5、自由と平等の導入自由と平等の導入自由と平等の導入自由と平等の導入

((((これが日本を潰すキーワードでしたこれが日本を潰すキーワードでしたこれが日本を潰すキーワードでしたこれが日本を潰すキーワードでした))))など、1 万

年も続く縄文時代からのこの国に脈々と続いてき

た人の、心と心のつながり人の、心と心のつながり人の、心と心のつながり人の、心と心のつながりも家族制度家族制度家族制度家族制度も、文化・

伝統・道徳も、すべて壊れてしまいました。 

 その昔、日本を訪れたフロイス・ペリー提督・

ザビエルなどの日本人への驚愕な称賛の文もあり

ます。ご希望者にはお渡しします。 

今や世界も蛮族化して何が起きるかわからな

い、そんな状況下で、世界の警察であったアメリ

カもなすすべもなく、日本が世界で大切な国、必

要な国と理解しているようです。 

神は、争い，戦争のない和を求め、日本人が目覚

めることを、待ち望んでいるようです。天岩戸が、

開かれたのは日本の起源である｢淡路島(震源地)

オノコロ島｣そして神戸(神の戸)～(1.17)偶然でし

ょうか？地球再生は、日本にしかできないのです。 

大和なでしこが世界を救うのだそうです。   

大和なでしこは、例えば｢山之内一豊の妻｣のよう

に、ご主人を下支え、立てた、立派な女性です。

因みに山之内家は土佐藩主(坂本竜馬でおなじみ

の)。歴史はすべて繋がっています。 

たった一人で私欲なく日本取戻しに必死でした

が、最高位の方々が気付き、つながってくださる

ことに、感謝しています。私だけの?知識に誰が私

の松下村塾を引き継ぎ、後の世を幸せに導いてく

れるか？私が生まれた日本国、神の国、と昔から

謳われた。そうなのだろうか？なぜか幼少から、

他国？世界？を見たい私の行状から今、やっと、

この美しい国で、自国の良さに気付かない人々に、

｢日本の良さを伝えることができます｣ 

北村・・・ベトナム新婚旅行楽しかったです。次

回ベトナムコーヒーを食後にお楽しみ

下さい。 

河野・・・朝槻さん、卓話楽しみにしています。

よろしくお願い致します。 

中村(不)・皆出席自祝！！ 

中村(匡)・西尾次年度親睦委員長、おいしいお肉

ありがとうございました。 

岡本・・・朝槻さん、卓話よろしくお願いいたし

ます。本日例会前に三木さんが国際奉

仕留学生の資料をわざわざ持って来て

くれました。 

大蔭・・・テンパーセントクラブ皆サン頑張って

ます。今回鹿野サン初セーフ。中林会

長は初アウトでした。 

瀬尾・・・前回欠席おわび。 

末永・・・朝槻さん、卓話楽しみです。 

田中・・・お久しぶりです。 

山本・・・今月、私のバースデー月です。皆様あ

りがとうございます。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていた紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていた紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていた紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていた

だきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。だきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。だきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。だきました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。    

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥51515151,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,403403403403,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

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


