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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例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

先日、ご本人から少し発表がありましたが、多

田会員が完全にガンに打ち勝たれたとのことで、

本当に良かったです。 

本日もお元気なお姿を見せていただいておりま

すが、顔色といい、髪といい、お元気な多田会員

復活は、まことに喜ばしいことであります。 

明日の親睦日帰りバス旅行、来週の尼崎学園事

業、そして 6 月の訪台と続けざまに事業がありま

すが、ラストスパートで頑張りたいと思います。 

会員の皆様も、各委員会メンバーが企画してく

ださった事業を楽しんでいただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

｢｢｢｢ヤムナボディローリングヤムナボディローリングヤムナボディローリングヤムナボディローリング(YBR)(YBR)(YBR)(YBR)｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二不二不二不二    

ヤムナ・ゼイク(YBR考案者) 

YBR は特殊なボールを使

い、人体構造の正しい理論に

従って一定の動作(ルーティ

ン)を行い、自ら体の状態を改

善させる画期的なセルフケア

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 5 月 27 日 第 1591 回例会 
青少年奉仕月間 

◎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◎次◎次◎次週週週週((((6666 月月月月 3333 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢涙そうそう涙そうそう涙そうそう涙そうそう｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢IMIMIMIM 第第第第 7777 組共同プロジェクト『東南海地震に備組共同プロジェクト『東南海地震に備組共同プロジェクト『東南海地震に備組共同プロジェクト『東南海地震に備

えるえるえるえる    語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ語り継ぐ津波～東日本大震災から学ぶ

もの～』に参加してもの～』に参加してもの～』に参加してもの～』に参加して」」」」    

中田中田中田中田    圭子会員圭子会員圭子会員圭子会員    

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

･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 線上線上線上線上ののののアリアアリアアリアアリア」」」」    

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    

･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    

｢｢｢｢琥珀の誘い琥珀の誘い琥珀の誘い琥珀の誘い」」」」    

西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也会員会員会員会員    

････新旧合同新旧合同新旧合同新旧合同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    フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」    

――――    先週先週先週先週の卓話の卓話の卓話の卓話    ――――    ――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

エクササイズです。 

誰しも加齢により体の機能は低下していきま

す。そこに重力の負荷と便利な生活様式が加味さ

れ、どんどん体は固くなり拘束されていきます。

そのため慢性的な問題、例えば腰痛ヘルニア、五

十肩、変形性膝関節症などの発生リスクが高まり

ます。これらの主な原因は、関節に必要不可欠な

スペースが欠如しているからです。ストレッチや

マッサージ、当然運動だけではスペースを生み出

せません。 

YBRを行うと体に適切なスペースを作り、あら

ゆる拘束から体を開放し、元の自然で機能的な体

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・例会終了後、新旧合同理事会を開催しますので、

本年度次年度の理事役員の方は出席よろしくお

願い致します。 

・先週ポスティングしました新旧合同クラブ協議

会の、出欠及び資料提出期限が 5 月 25 日とな

っておりますので、まだの方は期限までに提出

お願い致します。 



長谷・・・先週欠席のおわび。中村不二さま、卓

話楽しみです。 

鹿野・・・何もありませんが。 

北村・・・ウェディングパーティー無事終わりま

した。 

小林・・・先週欠席のお詫び。中村先生、卓話楽

しみです。 

村上・・・中村不二さん、卓話楽しみです。 

中村(不)・本日卓話です。宜しくお願い致します！ 

佐々木(裕)・創立記念のお祝のお礼。 

曽我部・・とうとう杖つき老人になりました。お

手柔らかに。 

山本・・・明日のバスツアー皆さん楽しみましょう。 

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    

日時：平成 28年 5月 21日開催 

2016年 4月 10日～15日シカゴで規定審議委員

会が開催され、第 2660 から横山地区代表議員が

出席され、その報告をされました。 

最大の注目点は例会や出席、会員身分の規定に

ついて各クラブに｢柔軟性｣を与えるという制定案

が採択されたことです。主な議案と結果は下記の

通りです。抜粋してご報告いたします。 

16161616----21212121 クラブ例会頻度と出席に柔軟性を認める件クラブ例会頻度と出席に柔軟性を認める件クラブ例会頻度と出席に柔軟性を認める件クラブ例会頻度と出席に柔軟性を認める件

(392対 82で採決) 

各クラブの細則で「例会頻度」と「出席」に関す

る例外規定が設けられるようクラブに柔軟性を与

える。但し、例会は最低 1ヶ月に 2回は開催しな

ければならない。 

16161616----36363636 会員身分と会員身分と会員身分と会員身分と職業分類職業分類職業分類職業分類に柔軟性を認める件に柔軟性を認める件に柔軟性を認める件に柔軟性を認める件

(386対 75で採決) 

RI細則第 4条、及びクラブ定款第 7条の会員身分

に関する規定について、各クラブはそのクラブの

細則の中で、上記規定に従わない規定や要件を採

用することができるようになった。職業分類に柔

軟性を認める点は提案者より修正動議が出され除

外された。 

16161616----07070707 クラブ入会金を廃止する件クラブ入会金を廃止する件クラブ入会金を廃止する件クラブ入会金を廃止する件    

(232対 228で採決) 

RI細則第 11条、入会金及び会費を改正(入会金規

定を廃止する)。 

16161616----38383838 会員身分の規定を変更する件会員身分の規定を変更する件会員身分の規定を変更する件会員身分の規定を変更する件    

(426対 85で採択) 

RI 定款第 5 条第 2 節クラブの構成(a)、及びクラ

ブ定款第 7条会員身分第 1節、全般的資格条件を

下記のように改正する。 

｢クラブは善良さ、高潔さ、リーダーシップを身を

持って示し、職業上、及び(または)地域社会で、

良い評判を受けている奉仕意欲のある人によって

構成されるものとする｣その他の従来の条件は全

て削除。 

16161616----41414141 仕事をしたことのない人を会員となること仕事をしたことのない人を会員となること仕事をしたことのない人を会員となること仕事をしたことのない人を会員となること

を禁じるよう会員条件を改正する件を禁じるよう会員条件を改正する件を禁じるよう会員条件を改正する件を禁じるよう会員条件を改正する件    

大阪北 RC、フランス 6 地区、日本 3 地区より提

案されたが、職業分類の規定は今回の審議会で削

除されなかった為、職業分類関連の案件は、審議

｢無期延期｣、或いは提案者が自主｢撤回｣した。 

※今回｢身分に柔軟性を持たせた｣ことと、そこま

で踏み込んだら、ロータリーがロータリーでな

くなるという理由で上記のような結果になった

とのこと。 

 上記は次年度 2016 年 7 月より改正される。決

定事項以外で｢クラブの判断に委ねる｣事項につい

ては、今後各クラブ内で協議・検討し、そのクラ

ブ方針に合致する形で進めることになる。 

2016年 6月 

RIより決定事項を全クラブと地区に郵送 

2016年 7月 1日 

規定審議委員会決定による改正変更の発効 

2016年 10月 

手続要覧(英文)の発行 

2016年 12月 

手続要覧(和文)の発行 

◆2018～19年度からの IM再編成・ガバナー補佐

選出方法に関する地区発表指針 

｢IM再編について｣ 

・今回の再編成の大きな目的は新たなクラブ間交

流による地区活性化である。 

 

――――    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    ￥￥￥￥27272727,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,921921921921,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

へと戻していきます。 

適切な体の知識と、ボールさえあればいつでも

どこでも誰しもが、手軽に自分の体のメンテナン

スをすることができるのです。痛みやだるさから

解放されたい方、大好きな運動や活動をいつまで

も続けたい方、または姿勢を改善し美しいボディ

ラインを手に入れたい方など、人それぞれに合っ

た目的を達成するために YBRはとても有効です。 

――――    2016201620162016 年規定審議委員会報告年規定審議委員会報告年規定審議委員会報告年規定審議委員会報告    ――――    



親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    山本山本山本山本    依津子依津子依津子依津子    

大阪大手前ロータリー家族会の仲間は、5月 21

日(土)快晴の素晴らしい天気に恵まれた中、会員

12名 家族4人を乗せたバスは一路和歌山に向っ

て出発。皆さんおやつと飲み物を確保し、はじめ

の訪問先、有田みかんの産地、早和果樹園に到着。 

秋竹社長のミニ講話、目指すは｢夢を描ける農

業｣、先進的な栽培法である、｢マルドリ方式｣など

いち早くとりくまれた。サービスされたみかんジ

ュース｢味一しぼり｣が何とも美味しく喉を潤しま

した。ひとつ残念なことに、土曜日にあたり、み

かん工場はお休みということで、見学出来なかっ

たことを皆様にお詫びいたします。 

次にお待ちかねの白浜とれとれ市場のお昼ごは

ん、炭焼き海鮮 5 種盛りと熊野牛。みんな煙まみ

れで必死に焼き必至に頂きました。お魚がとって

も新鮮で心地よい浜風に打たれながら、お酒もま

わり良い気分になり、そして、田中建会員が幻の

焼酎｢森伊蔵｣を差し入れ頂き、これも又あっと云

う間に空っぽ、美味しいものはすぐになくなりま

す。皆さん全て完食、さすがロータリアンはお元

気な方ばかりです。 

 

 

――――    青少年奉仕正副委員長会議・ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚青少年奉仕正副委員長会議・ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚青少年奉仕正副委員長会議・ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚青少年奉仕正副委員長会議・ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚ 報告報告報告報告    ――――    

社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：平成 28年 5月 21日(土) 13：00～16：00 

場所：大阪 YMCA会館 2Fホール 

 地区危機管理委員会の基調講演の後、青少年奉

仕各委員会(青少年活動・ローターアクト・インタ

ーアクト・青少年交換・米山奨学)の青少年から活

動報告があった。 

ここ数年毎年参加しているが年々発表内容が良

くなり、プレゼン能力も上がっている。いつも思

うが青少年の能力は素晴らしい。 

1 時間バスに揺られ、次の訪問地[稲むらの火] 

の記念館を見学。3Ｄの津波映像シアターでは津波

の恐ろしさをひしひしと考えさせられ、濱口梧陵

の功績には我々大きな教訓を得、先人の偉大さに、

心打たれました。 

ちなみに、濱口梧陵のルーツをたどると、現在

のヤマサ醤油を製造されていました。そんな所以

から、湯浅は醤油所となったのでしょう。 

最後の訪問先は湯浅で一番古い 創業 135年の

醤油発祥の湯浅醤油蔵見学。次期会長、幹事の岡

本さん、瀬尾さんが、この見学に超特急で駆けつ

けて頂きました。感謝です。入り口に入るや巨大

な樽に出くわし、あたりは、とってもいい醤油の

匂いで満載。本物を作るため国産原料にこだわり、

昔ながらの製法で丹精込めて手作りしている数少

ない製造元です、皆さん家族にたくさん、おみや

げを買い込みバスに乗り込みました。 

これでメニューは全て終了。楽しい日帰り旅行

になり、皆さんに喜んでいただいた事が何よりで

した。ご協力ありがとうございました。 

――――    春の家族会春の家族会春の家族会春の家族会報告報告報告報告    ――――    

・1985年、体制が確立した際は市内、郊外を別々

にした組編成であった。 

・30数年に渡って再編成が行われておらず、今回

の再編は会員数減少にも見合った組数となって

いる。 

・再編後の 1、2 組は市内、郊外のクラブが同一

IMとなり、新たな活性化を諮る。 

・スケジュール 

 2016年 5月 21日｢地区規定審議委員会報告会｣

にて IM再編成案提示(済み) 

 2016年 9月 24日｢2015～16年度地区決算審議

会｣にて新しい再編成・ガバナー補佐選出方法を

決定 

｢ガバナー補佐輪番制から指名委員会による選

出へ｣ 

・現在の規定でも指名委員会による選出となって

いるが、有名無実となっている。 

・2018～29年後のガバナー補佐は 15～16、16～

17、17～18年度のガバナー補佐、エレクト等が

｢地区指名委員会｣で指名すべき。 

・スケジュールは前述通り。 



――――    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  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 

<5 月 20 日の出席率 79.31％>  

Make up を含む 4/15 の出席率 96.00％ 

――――    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    ――――    

・・・・5555 月月月月 27272727 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢水仙の間｣) 

・・・・5555 月月月月 28282828 日日日日((((土土土土))))        11111111：：：：00000000 三田ホテル集合三田ホテル集合三田ホテル集合三田ホテル集合    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

尼崎学園事業 

   (三田ホテル) 

・・・・6666 月月月月 1111 日日日日((((水水水水))))        9999：：：：00000000 集合集合集合集合    

第 4回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (池田カンツリー倶楽部) 

・・・・6666 月月月月 3333 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・6666 月月月月 10101010 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・6666 月月月月 11110000 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：00000000    

台北百齢 RC創立 29周年記念例会 

   (大直典華旗艦店) 

・・・・6666 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

7月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・6666 月月月月 22224444 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：00000000～～～～    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

今年度より、これらの青少年をまとめて｢ロータ

リー学友｣と呼び、将来のロータリアンと成って貰

うべく、地区内に委員会も設置された。将来が大

変楽しみである。 

｢ロータリーで学んだ一番大切なこと｣｢ロータリーで学んだ一番大切なこと｣｢ロータリーで学んだ一番大切なこと｣｢ロータリーで学んだ一番大切なこと｣    

甘木ロータリークラブ甘木ロータリークラブ甘木ロータリークラブ甘木ロータリークラブ    富田富田富田富田    英壽氏英壽氏英壽氏英壽氏    

((((第第第第 2700270027002700 地区地区地区地区    福岡県福岡県福岡県福岡県    耳鼻咽喉科医耳鼻咽喉科医耳鼻咽喉科医耳鼻咽喉科医)))) 

 私のロータリーライフは 38 年になります。地

域社会の選ばれた有識者や異業種のロータリアン

からいろいろなことを学ぶとともに、さまざまな

ロータリー活動を経験させていただきました。そ

の中で学んだ一番大切なことは、｢みんなのため

に、進んで役に立とう｣ということです。 

 みんなのためにみんなのためにみんなのためにみんなのために    

 ロータリーで私たちは、クラブのため、友人の

ために、家族のため、職場のため、お客さんのた

め、地域社会のため、世界のみんなのために役に

立つよう教えられています。奉仕・サービスとは、

｢人の役に立つ｣ことです。 

 進んで進んで進んで進んで    

 人の役に立つことを｢自ら進んで｣しようという

ことです。ロータリーは｢I Serve｣。個人奉仕が主

体的な考え方です。ですからクラブがどうの、国

際ロータリーがどうの、と言う前にロータリアン

一人ひとりが常に自分で考えて、世の中のために

役立つことをしよう、というのがロータリーの奉

仕の精神だと思います。 

 ｢ロータリーの目的｣の第三には｢ロータリアン

一人一人が、個人として、また事業および社会生

活において、日々、奉仕の理念を実践すること｣

とあります。奉仕活動の中には、団体で行った方

が効果的なものもあります。それは団体奉仕です

ればよいのです。 

 役に立とう役に立とう役に立とう役に立とう    

 ロータリーの奉仕の理念は｢Service Above 

Self｣です。｢超我の奉仕｣と翻訳されていますが、

日本のロータリー創始者である米山梅吉氏は、｢サ

ービス第一、自己第二｣と訳しています。｢Above｣

には、｢より上に｣と｢より先に｣という意味があり

ます。 

 人間はとかく自分のことばかり考えがちです。

まず他人のことを考えて、自分のことは後で考え

ようではないか、という米山氏の訳の方が適して

いるように感じます。 

 ロータリーで学んだこの｢みんなのために、進ん

で役に立とう｣という奉仕の精神を自分たちロー

タリアンだけではなく、皆にも広げることが大切

でしょう。 

｢｢｢｢ポリオ撲滅に取り組むロータリアンたちポリオ撲滅に取り組むロータリアンたちポリオ撲滅に取り組むロータリアンたちポリオ撲滅に取り組むロータリアンたち｣｣｣｣    

牛久ロータリークラブ牛久ロータリークラブ牛久ロータリークラブ牛久ロータリークラブ    

((((第第第第 2820282028202820 地区地区地区地区    茨城県茨城県茨城県茨城県)))) 

11 月 3 日、牛久市で開かれた｢ワイワイ祭り｣

会場入り口で、今年度も募金活動を実施。若い世

代からは、｢ポリオとは何？日本にはないのに、な

ぜ今更騒いでいるの？｣といった質問も出て、質疑

応答の場ともなった募金活動でした。 

 

 

――――    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 5555 月号より月号より月号より月号より    ――――    


