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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    

・本日 18:30 より、米山奨学生パオラさんの送別

会をマルビル B2｢八かく庵｣にて行いますので、

出席者の方はよろしくお願い致します。また寄

せ書きを廻しますのでご記入よろしくお願いし

ます。 

亀岡 RC大槻秧司氏 

  ・・・メーキャップさせていただきました。

中田圭子、小生の娘です。お世話にな

っております。 

金髙・・・昨日、二女の卒業式に出席してまいり

ました。あと 7年学費を払う予定です。 

・・・・国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕委員会委員会委員会委員会    

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される台

北百齢 RC の方々が、4 月 7 日(木)12 時 00 分

(CI156 便他)に関西国際空港に到着されます。

関西国際空港から宿泊先の帝国ホテル大阪まで

貸し切りバスで送迎いたします。 

お出迎えに行かれる方は事務局までお願いいた

します。 

・台北百齢 RC との旧 WCS 事業を当クラブ創立

33周年記念例会日の 4月 8日に行います。 

出欠の返事を 4 月 1 日(金)までに事務局までお

願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 3 月 25 日 第 1584 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((((4444 月月月月 1111 日日日日))))ののののお知らせお知らせお知らせお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢｢｢｢奉仕の理想｣奉仕の理想｣奉仕の理想｣奉仕の理想｣♪♪♪♪    

････お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢Ｈ流通業界の最近の動向Ｈ流通業界の最近の動向Ｈ流通業界の最近の動向Ｈ流通業界の最近の動向」」」」    

松浦松浦松浦松浦    貞男会員貞男会員貞男会員貞男会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    森山森山森山森山直太朗直太朗直太朗直太朗「「「「ささささくくくくらららら((((独唱独唱独唱独唱))))」」」」    

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 tBe a gift tBe a gift tBe a gift to the worldo the worldo the worldo 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    

――――    直前直前直前直前会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

本日は中林会長が所用で欠席されているため、

私から挨拶させていただきます。本日は 3 名のお

客様をお迎えしておりますが、久保会員の代理卓

話をしてくださる山下様、同じく久保会員の代理

で以前卓話をしていただきました河村様、ようこ

そいらっしゃいました。また、本日が最終の例会

出席になる米山奨学生のパオラさんには後ほど挨

拶して頂きます。 

さて、次年度の岡本年度各委員会の第一回会合

が先週から開催され、私も二週連続で出席させて

いただきました。充実したロータリーの構築のた

めには、活発な委員会活動が不可欠と存じますの

で、委員会メンバーの積極的な参加をよろしくお

願い致します。 

･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｣♪｣♪｣♪｣♪    

････広報委員会担当広報委員会担当広報委員会担当広報委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢広報と広報と広報と広報と My RotaryMy RotaryMy RotaryMy Rotary｣｣｣｣    

国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第 2660266026602660 地区地区地区地区    

広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長                栗原栗原栗原栗原    大氏大氏大氏大氏    

((((大阪フレンド大阪フレンド大阪フレンド大阪フレンド RRRRCCCC))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    バッハバッハバッハバッハ「「「「GGGG 線上のアリア線上のアリア線上のアリア線上のアリア」」」」    

――――    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    ――――    

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



｢｢｢｢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コーチ全国コーチ全国コーチ全国コーチ全国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    大輔氏大輔氏大輔氏大輔氏    

((((久保久保久保久保    友志郎会員紹介友志郎会員紹介友志郎会員紹介友志郎会員紹介))))    

昨年のラグビーW 杯

は世界のスポーツ界に大

きな衝撃を与えました。 

日本対南アフリカ戦の

日本の勝利を心の底から

信じていた人は世界に何

人いたでしょうか。私が

北村・・・東京恵比寿 RC で初めてバナー交換を

しました。 

河野・・・昨日は国際奉仕委員会ありがとうござ

いました！岡本さん、瀬尾さん、岡田

さん、中田さん、お世話になりました。 

久保・・・卓話よろしくお願いします。 

村上・・・さくらの花、楽しみです。 

中田・・・いつもお世話になり家族でありがとう

ございます。次年度国際奉仕委員会あ

りがとうございました。 

岡本・・・大槻様、ようこそおいでいただきまし

た。パオラさん、お元気で！ 

瀬尾・・・大槻様、ようこそ。山下様、卓話よろ

しく。 

佐々木(宏)・帝国ホテル開業 20周年おめでとうご

ざいます。 

佐々木(裕)・パオラさんの前途がすばらしいもの

でありますように☺ 

末永・・・卓話楽しみです！ 

エディージョーズ HC のコーチングクリニック

を受けたのは今から 6年か 7年前に遡ります。今

でもはっきり記憶に残っているほど洗練されたセ

ミナーでした。話す言葉が頭に染み込んできます。 

私は経営者としてまだまだ未熟なので、自己啓

発の為に学ぶことを心がけています。そこで思う

ことが、惹きつけられるプレゼンテーションがで

きるようになりたい。まさにエディー・ジョーン

ズ HC はそうでした。｢日本のラグビーがなぜ急

に世界に通用したのか｣というお題を今回頂きま

したが、私の個人的な見解としては一人の人間が

全てを変えたということです。 

会社も団体スポーツも同じ組織運営と考えて下

ロータリアンにな

って、もうすでに一年

たちにコレまで素晴

らしい経験をさせて

頂きました。色々体験

した中で、特に感動し

たことがあります。 

毎年新しい留学生

が来るにも関わらず、

ってしまっていたのです。 

でもロータリアンになってからは違いました。

特にお正月前後に多田さんの家に泊まった時のこ

とです。自分の家にあまり知らない人も入れるこ

とは難しいですが、多田さんの所では家族の一員

として遠慮なく楽しい一週間を過ごしました。彼

の心の広さを感じることが出来ました。 

しかし多田さんだけではなく、大手前クラブの

方も笑顔で私をいつも受け入れてとういう意識が

あることは未来の為に大変重要です。 

イタリア人もこのように意識を持つようになれ

ば移民関連の問題を解決できるのではないでしょ

うか。皆さんにこれを教えて頂いて非常にありが

たいです。 

私に対して皆さんはいつも興味を持って下さって

優しくして下さいました。 

五年前、一か月ホームステイをしたことがあっ

てその時寂しい思いをしました。何故かというと

ホストファミリーにとって稼げる存在として扱わ

れました。 

彼らにとっては、私は一人の人間というより一

つのビジネスツールだったのです。それというの

も毎月新しい留学生が次から次へとやってくるの

で、ホストファミリーにとっては仕事の一つとな

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    ￥￥￥￥36363636,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,444480808080,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

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

――――    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    ――――    



――――    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  11名  

 国内ゲスト  2名   会 員 出 席  17名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  8名 
<3 月 18 日の出席率 74.19％>  

Make up を含む 2/26 の出席率 96.15％ 

米山奨学副委員長米山奨学副委員長米山奨学副委員長米山奨学副委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

パオラはクラブのみんなに愛されてとても幸せ

だったようでした。考えていたこととかなり現実

が違っていたのでしょう。 

さい。トップがダメな人間であれば組織は一気に

崩れます。それと全く同じといえます。私は指導

者として日本でも数少ないキャリアであると思い

ます。小学生から社会人まで全てのカテゴリーの

チーム・選手を指導しています。また、他チーム

の見学をすることも多くあり沢山の指導者と接し

ています。 

なにが言いたいかといいますと、強いチームは

指導者が学んでおり良い組織を作っています。勝

てないチームの指導者はその逆です。学ぶ指導者

が増え、そしてその指導を受けた選手が引退して

指導者になるべく学ぶというサイクルのおかげも

あり、日本人の指導者のレベルがどんどん上がっ

ていることは間違いありません。それなりに世界

で戦える駒はできつつありました。 

これまでの日本ラグビーの考えを覆すセンセー

ショナルなことをやってのけたのがエディー・ジ

ョーンズ HC です。私は日本が世界に通用するよ

うになったのはシンプルに組織のトップが次のこ

とを数々のイノベーションを繰り返し徹底できた

ことにあると思います。 

｢敵を知り、己を知り、そして現在自分が持って

いる環境・材料でどのように戦うのか戦術・戦略

を落とし込む｣モノマネをしたり、つまらない仲間

内での繋がりだけで組織を作っていてはどんな組

織も発展しないと思います。 

今回、エディー・ジョーンズ HC が日本ラグビ

ー界を変えてくれたことをきっっかけにもっと世

界で通用する組織に進化して欲しいと思っており

ます。私はその材料をなる優秀な選手の育成をこ

れからも頑張っていきたいと思います。ここで出

会えたみなさん全ての方と繋がることは難しいと

思いますが、私の仕事と関わりの深い方とは接点

が起こるかもしれません。その時はたくさん学ば

せて頂きたいと思っております。本日は貴重なお

時間を頂きありがとうございました。 

村上村上村上村上    五百子五百子五百子五百子    

新人ロータリアンになりました。少しずつ金曜

日の例会がうれしくなりました。皆様の顔もおぼ

えて来ました。目立つことが大変恥ずかしいこと

ですが、話しかけることも出来る様になりました。

皆様を笑顔で明るく接してムード作りの少々でも

お役にたとうと思っています。 

私は 54 年社会福祉事業に生きて来ました。目

立つことなく見えない所で裏からうしろから演出

する役目です。許す心、包む心、待つ心が私の人

生と思っています。園児たちお年寄りに愛情の反

対は無関心、あたたかい心を持ち続けて一生の仕

事をしていきます。 

どうぞロータリアンの皆様にお力をもらい、残

り少ない仕事人を続けます。御縁はいいなと思っ

ています。ありがとうございます。どうにもなら

ん文章お許し下さい。 

 ――――    会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    ――――    

――――    米山奨学生送別会報告米山奨学生送別会報告米山奨学生送別会報告米山奨学生送別会報告    ――――    



雨の中を私の店まで戻り｢段ボールが欲しい｣時

間がなかったのでしょうアパートまで送り、私は

そのまま加古川へ帰りました。火曜日に携帯メー

ルを打つと本文なしの返事が 2回、これは？と思

って電話すると忙しそうにしていました。練馬の

区役所と銀行と、入社予定の会社の健康診断など

いろいろ言っていました。銀行は 4時までにと言

例会でも話していたように、奨学資金をもらっ

て機械的に送りだされると考えていたようでし

た。人の温かさに触れると考え方も変わります。

身近にいたのは僅かの日にちでしたが、私にとっ

ても一年間良い娘ができたことは後短い生涯では

ありますが、とても良い思い出となりました。 

送別会でも話が盛り上がることが多く、彼女に

言ってキーホルダーを借りました。今年ニュール

ンベルグの博物館で買ってきて渡したものです

が、大きなハート形の穴に小さなハートがついて

います。この小さなハートに軸がついていて外側

のハートを揺するとハートは回転して右から左へ

と移動する仕組みです。 

最初渡したときには『まあ、多田さんのハート

をくださるの？』とお世辞と感激『違うほら、ハ

ートが右へ行ったり左へ行ったり！』『おー、イタ

リアーノ！』なんか国際漫才みたいな感じでした

が同じことを会場でやったら大うけしました。 

一緒に筍を掘ったり栗拾いをしたり、スタッフ

として参加したお祭りで途中の景色に『黄金色の

波は素敵ですね』と感心したり思い出は尽きるこ

とがありません。 

会場でもイタリアの料理の話や食材の話など料

理好きの彼女には絶好の話題だったと思います。

最後に出たデコレーション豆腐にもビックリして

めでたくお開きになりました。 

うので、日本の銀行は 3時で閉まることも伝えま

した。し尿処理の届などの言葉がありましたので

東京でもまだ汲み取りのところがあると知りまし

た。彼女の新生活に幸あれかしと祈ります。 

――――    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    ――――    

・・・・4444 月月月月 7777 日日日日((((木木木木))))        18181818：：：：30303030～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

台北百齢 RCウェルカムパーティー 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        10101010：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000        MUMUMUMU 事業事業事業事業    

旧WCS事業 

   (児童養護施設｢尼崎市尼崎学園｣)    

・・・・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) 

・・・・4444 月月月月 29292929 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・5555 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・5555 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        8888：：：：00000000 帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合    

春の親睦家族会 

   (和歌山) 

｢交通安全しめ縄広報活動｣｢交通安全しめ縄広報活動｣｢交通安全しめ縄広報活動｣｢交通安全しめ縄広報活動｣    

岡崎城南ロータリークラブ岡崎城南ロータリークラブ岡崎城南ロータリークラブ岡崎城南ロータリークラブ    

(1(1(1(12222 月月月月 2222 日日日日    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))))    

小学生、地域住民、警察の協力の下、ドライバ

ーに交通安全を呼びかける活動を実施。岡崎市立

大門小学校の児童が、大門地区特産のしめ縄の配

布と交通安全の呼びかけを行った。毎年行ってい

るもので、クラブでは交通安全活動の支援のため

に、岡崎大門交通安全 RCC(ロータリー地域社会

共同隊)を 2012年に結成している。 

――――    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 3333 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 

 


