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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ ３ ２００９ ＮＯ．２０３５
新世代のための 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2035回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 新世代のための月間記念卓話
「私にとってカウンセラー活動とは」
大阪府立総合青少年野外活動センター
キャンプカウンセラー 田畑 浩平 様
キャンプカウンセラー 石崎 裕子 様
青少年奉仕委員会

☆☆ ９月度のお誕生日 ☆☆
2日
16日
20日
24日

在本 茂
中村 健輔
寺村 清
南川 和茂

9日
18日
21日
26日

安田 義治
宇野 稔
髙田 肇
福井 興

☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆
17ヵ年
10ヵ年
8ヵ年
4ヵ年

中村
山村
梅本
森本

健輔
朋史
知秀
章裕

11ヵ年 川原 和彦
8ヵ年 岡田 憲和
5ヵ年 永田 秀次

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
中川 政照

坂本 一民
(以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
大谷ガバナー、本日は公式のご訪問ありがと
うございます。また、ご苦労さまでございます。
後程、卓話よろしくお願い致します。ご来訪のビ
ジターの皆様ようこそお越し下さいました。ど
うぞごゆっくりお過ごし下さい。会員の皆様多
数のご出席ありがとうございます。後程大谷ガ

次週（９月１０日）のお知らせ
１）例 会 （2036回）
２）ソング
里の秋
３）卓 話 「ロータリークラブ雑感」
大阪音楽大学 元学長
永 井 讓 様
保倉 賢造会員紹介

バナーより、これからのクラブ運営についてお
話し頂きますので、最後までよろしくお願い致
します。
さて、朝夕は少し過ごしやすくなってまいり
ましたが、新型インフルエンザが流行している
ようです。帰宅後は手洗い・うがい等を行って頂
きます様お願い致します。
①ロータリー米山記念奨学会より６千万円達
成クラブ表彰の通知を頂きました。表彰は地区
大会で感謝状を頂けるそうです。
②8月21日大阪府立箕面高校に行ってまいり
ました。当日は留学生アビー本人と1stホスト
ファミリーの山本会員・青少年交換委員会森本
委員長・梅本幹事の5名で宍戸校長・濱田先生と
面談をして、無事国際教養科の1年生クラスに入
学手続きを済ませてまいりました。
③8月23日はＲＡＣの30周年記念企画の一つで
ある「クリーンハイク」に参加してまいりまし
た。当日は中村会長エレクト・鍬田副会長はじめ
６名のロータリアンにもご参加いただき、
総勢22
名で大川右岸を天満橋から源八橋まで約２時間
ゴミ収集を行ってまいりました。ご参加くださ
いました皆様ご苦労様でした。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

２名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

74名
51名(67名)
23名
16名

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①8月30日（日）に大阪府立総合青少年野外活動
センターの「ファイナルセレモニー」におきま
して25名の卒業生の方々に青年功績賞授与式
を行ないます。ご出席されます方はよろしく
お願いします。
②9･10月卓話予定表をお届けしています。
担当に
なられました方は3週間前までに卓話のテー
マ及び卓話者を事務局までお願いします。
③本日№１テーブル情報集会のご案内をお配り
しております。
④「秋の家族会」出欠のご返事がまだの方は早
急に事務局までご提出お願いします。多数の
ご参加をお願いします。
⑤本日 青少年交換来日学生 アビゲイル・ステ
イサさんの「ウエルカムパーティー」が大阪マ
ルビル第一ホテル６F「ランスロット」にて開
催されます。関係各位よろしくお願いします。
⑥本日例会終了後、10Ｆ「京都の間」にて９月度
定例理事会を開催いたします。関係各位宜し
くお願いします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

貴クラブの創立にお手伝いさせていただきまし
た、父 露口四郎の33回忌に当たります今年、父
が経験しましたロータリーの友委員として、我
がクラブから出られました大谷ガバナーのお伴
をしてお邪魔することになりましたのは不思議
な縁を感じます。
大阪西南ＲＣ 露口 佳彦
大谷ガバナーの公式訪問を謹んで お迎えし
ます。
第６組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 重里 國麿
大谷ガバナーのご来訪を歓迎いたします。
郡 悦清
梅本 知秀
大谷透ガバナーのご来訪を歓迎いたします。
中村 健輔
大谷透ガバナー、本日のご来訪誠にありが
とうございます。
鍬田 充生
大谷ガバナー、ようこそ。
福原 哲晃
大谷ガバナー、大きな歌声を期待していま
す。
徳岡 昭七郎
台北陽明ロータリークラブ33周年にたくさ
んの方の参加に感謝。
浅川 正英

）内は会員総数を基準とした値

８月２７日の出席率
76.12％
４週間前（7月30日）の
メークアップを含む出席率 86.36％
メークアップ実施会員
4名（欠席者13名)
岸本様、素晴らしい贈り物をありがとう。
勝見 哲朗
ホームクラブ欠席のお詫び。
平成21
平成21年
21年8月27日
27日

合計金
累計金

西浦 司
39,000円
39,000円
530,000円
530,000円

☆☆ 先週（８月２７日）の卓話 ☆☆
ガ バ ナ ー 所 感
ＲＩ第２６６０地区ガバナー 大谷 透様

今年度のＲＩのテーマ「ロータリーの未来は
あなたの手の中に」は、ロータリーを奉仕団体と
してＮＰＯ法人化しようとする勢力と、人格向
上・職業倫理向上を目指す自己研鑽型の社交ク
ラブ的要素を重んじる勢力が、対立することな
く、両者の責任と知恵の共有を求めた、よく考え
抜かれた、まさに今のこの時期に打って付けの
テーマだと感じています。
会長が、マハトマ・ガンジーの言葉「未来は、
私たちが現在なにをするかによって決まる。」を
重く受け止めて、このテーマを決めたというこ
とは、行動の意思決定を下す我々の価値観に信
頼を託されたということです。 従って、我々は
信頼に応えて、ロータリーの中核をなす価値観
（core value）をしっかりと身につけなければな
らないと感じ, 当地区のテーマを「ロータリー
を身に付けよう」としました。
ロータリーの中核をなす価値観とは、奉仕、交
友、誠実さ、高潔さ、多様性、寛容そしてリーダー
シップです。これらの core value を身につける
ためには、ロータリーの基本を理解しておく必
要があります。ロータリーの目的は“奉仕の理

想”を鼓吹し育成することだと綱領にあります。
すなわち、“奉仕の理想”こそがロータリーの基
本理念です。英語の原文では“Ideal of Service”
ですが、その概念は、“人のニーズを良く汲み
取って、そのニーズを理想的なかたちで満たし
ましょう”、という意味です。そして、これを４大
奉仕部門にも当てはめよと強調しているのです。
【第一項目】の「知り合いを広めよう」の原文
では“Development of Acquaintance”とあります。
即ち,知り合いの程度を発展させる事にも
“Ideal of Service”を適用せよというのですか
ら、単に会員増強だけではなく、親友を作る事の
意も含まれるのです。Personal な交友関係は人
生の宝です。
【第二の項目】は自分の職業にも“Ideal of
Service”を適用するのですよ、そのためには職業
倫理を高く保ち、高潔さと誠実さ（Integrity and
Honesty）を忘れては駄目ですよ。これが一番手近
かで出来る社会貢献なのですよ、と云っている
のです。職業に“Ideal of Service”を適用すると
云うことは、顧客の、そして従業員の、ニーズを
よく汲み取って、最もその人たちのためになる
ようなかたちで、そのニーズを満たしましょう
という事です。従って、「They profit most who
serve best. 」というのは、顧客のニーズを満た
そうと最善を尽くした者の商売が一番繁盛す
る、と云う事ですから、納得できます。
江戸時代に大阪町人は幕府公認の「懐徳堂」を
設け、そこで立派な商人道を身に付けて、最もよ
く繁盛した（They profit most）のです。
【第三項目】は社会奉仕、【第四項目】は世界
社会奉仕ですが、これらに於いても、地域や人の
ニーズをよく汲み取り、それを理想的なかたち
で満たして行きましょう、という事です。
これらのことは ロータリーが身に付いてい
ないと なかなか出来ない事です。どうすれば身
に付くのでしょうか。我々が4つのテストを歌に
までして一緒に歌うのも、共通の言葉による思
想表現があってこそ、筋の通った活動ができ、連
帯感をもって励ましあうこともでき、よりロー
タリーが身に付くからであります。
夫々のクラブが、その特徴や長期計画を見据
えて、ＲＩの綱領を内容的に十分にカバーして、
しかも、全員で唱和すると、今年度の郡会長の方
針にもあるがごとく、会員相互の「絆」がより堅
くなるような、
そういうすばらしい目標文を作っ
て、全員で唱和していただけたらと思います。
しかし,この目的は、あくまでロータリアン一
人ひとりに ロータリーが少しでも身に付くた
めです。医者が処方する薬と同じで、合わない

人、副作用の出る人、アレルギーを起こす人は、
無理にその薬を服用しないで頂きたいのです。
「ロータリーの未来はあなたの手の中に」あ
るのです。ご清聴有難うございました。
★２００９年度
２００９年度 青年功績賞授与式★
青年功績賞授与式

８月３０日(日)午後６時から大阪府青少年野
外活動センターにて、青年功績賞授与式が行わ
れ、郡会長、鍬田副会長、中村会長エレクト、梅
本幹事、石田直前会長、奥青少年奉仕委員長、森
本会員、北村会員の合計８名が参加しました。
本年度は、２５名のシニア・キャンプカウンセ
ラーがファイナルステージに挑み、無事卒業さ
れました。
当日は天候にも恵まれ少し肌寒かったです
が、厳粛でそして感動的なファイナルステージ
が行われ、卒業される２５名カウンセラーの功
績が称えられました。
青少年奉仕委員会 奥
崇
★青少年交換来日学生
ウエルカムパーティー★

9月27日（木）大阪マルビル第一ホテル６F「ラ
ンスロット」にて来日学生Abbyを囲んでの歓迎の
宴が開催されました。郡会長のご挨拶、鍬田副会
長の乾杯のご発声で和やかなうちに進行してま

いりました。これからお世話になります箕面高
校関係者・ホストファミリーの方々にご出席い
ただきAbbyとの親交を深めて頂く事ができたか
と存じます。
第１ホストファミリーの山本会員からの近況
報告では、Abbyの来日前からの日本の言葉や知識
への取り組みからのその人柄がよく判るお話も
聞かせていただけました。
ご参加いただきました関係各位に心よりお礼
申し上げます。また、多数の会員の方々にご協賛
いただきました事も心よりお礼申しあげます。
Abbyにとりまして充実した1年間であります様
にご協力宜しくお願い申しあげます。
青少年交換委員会

痛な思いもしました。でも、途中信号待ちの中年
夫婦から「有難う御座います」と声を掛けて戴い
たり、ジョギング中の方から団体名を尋ねられ
たり、感謝の意を込めて会釈をしながら通り過
ぎる散歩中の人々に、活動の意義や喜びを感じ
ながら源八橋を渡り桜ノ宮駅近くの収集場に着
いたのは既に午前１１時を過ぎていました。分
別をした後、打ち上げで差し入れて戴いた冷た
い飲物が喉元を通り過ぎるや、一気に噴き出し
た汗はとても爽快な感じを与えてくれました。
残暑厳しかった日にもかかわらず、ご参加戴
いた郡会長、中村エレクトはじめ６名のロータ
リアンの方々にはこの紙面をお借りしてお礼申
し上げます。これからも活動の輪を広めて行き
たいと思っています。引き続きご協力をお願い
致します。
ローターアクトクラブ
ローターアクト委員会

★クリーンハイクで爽やかな汗を流す★

★紳士の料理教室★
第１１回目の紳士の料理教室が８月２７日辻
学園の新校舎で開かれました。
この日の献立は、
旬
のハモをふんだんに使った「鱧づくし」でしたが、
昆布ロード研究所こと松本会員提供の「がごめ昆
布」が随所に取り入れられていました。いつもの
ように楽しく調理に励み、美味しくいただきま
した。参加者は１８名（うち、当クラブは１５名）
です。ご指導頂いた柴田英司先生をはじめ、辻学
園のスタッフの皆さんに感謝いたします。また
次の機会が楽しみです。

８月２３日（日）ローターアクトクラブ３０周
年記念企画の一つである「クリーンハイク」（第
１回）を実施いたしました。地区ローターアクト
代表 原 陽子さんのほか、吹田RAC、梅田RAC、御
堂筋RACからも多数ご参加を戴き、午前９時浅井
会長を先頭に総勢２２名の態勢で天満橋南詰め
を出発し、大川右岸に沿って公園内の道を上流
に歩きながらゴミ収集を主体とした公園道の美
化に励みました。特に煙草の吸殻の多いこと、こ
れでは『日本はとても先進国とは言えない』と悲

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・茸のクリームスープ
・モッツァレラチーズを巻いたポークフィレ肉の
パン粉揚げ、マスタード醤油マヨネーズ
・フルーツ ・ライス ・コーヒー

奉 仕 のののの理想

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

つど

な りわ い

奉 仕 の理 想 に集 いし友 よ

みく に

御 国 に捧 げ ん 我 等 の生 業

くおん

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和

め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

とわ

永 久 に栄 え よ

我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

