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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か 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
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新世代のための月間
次週（９月２０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）三世代クラブ合同例会（2171回）

１）例

会

（2172回）

２）ソング

２）ソング

我等の生業

３）卓

「日本の住宅のスクラップ＆ビルド」

君が代・奉仕の理想

３）合同社会奉仕事業報告
大阪大手前ロータリークラブ
社会奉仕委員長

＊＊

曽我部

律夫

様

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

こんにちは！ご来訪のビジターの皆様、ゲス
トの皆様ようこそお越し下さいました。どうぞ
お時間の許す限り、ごゆるりとお過ごしくださ
いませ。また、会員の皆様多数のご出席誠にあり
がとうございます。
そろそろ秋の気配を感じる今日この頃でござ
います！節電の夏を乗り越えたお疲れが出ませ
んように、くれぐれもご自愛くださいませ。
９月は「新世代のためのの月間」です。３０才
までの若い方々の育成をロータリークラブとし
て支援する月間でございます。本日は、新世代奉
仕委員会にお願いを致し、財団法人・大阪市青少
年活動協会・愛称「あいす・おおさか」の小柳敬
明様はじめボランティアスタッフの田端様・津
田様にお越し頂いております。後程・・愛する大
阪の子供たちとのふれあいを通して体感されま
した卓話をお願いしておりますのでよろしくお
願い申しあげます。
会長報告
１.先週の９月度定例理事会にて・・・４５周年を
機に長寿会員の方々に対し、喜寿（７７才）傘
寿（８０才）米寿（９０才）白寿（９９才）を
お迎えの月に、心ばかりのお祝いをさせて頂く
とともに、昼食会を開催致し、大先輩方の色々

話

１級建築士事務所「ドクター住まい」主宰
玉水 新吾 様
大矢 平治会員紹介

なお話を拝聴させて頂ければと相成りました。
２.地球規模で次々と発生します各種災害に対し
ての支援・募金がタイムリーに実施できない昨
今です。大切な奉仕活動をクラブとして円滑に
行う為に、災害支援プロジェクト・危機管理準
備積立金のような制度を構築の方向で検討に
入りました。
３.先週２４日・６組会長幹事食事会が開催され
ました。来春に６組合同のチャリティコンサー
トを開き、収益金を東日本大震災etcに寄付の
計画が始動いたしました。
４.先週２３日、２６６０地区地区大会・実行委員
会が開催され、石田会員・高良会員ご足労でご
ざいました。１２月７日・８日の大会に向けて
よろしくお願いします。
５.９月１日、２６６０地区ローターアクト正・副
委員長会議に山田雅則委員長、中島清治委員ご
出席ありがとうございました。
６.先週２４日３クラブ合同社会奉仕事業の打ち
合わせに郡・社会奉仕委員長、永田幹事とで参
りました。本日１０時に大阪市立視覚特別支援
学校に鍬田副会長・郡委員長・永田幹事４名で
訪問いたしました。詳細につきましては次週・
金曜日の３クラブ合同例会にてご披露もうし
あげますので、会員の皆様の多数のご出席をお
願いいたします。

☆☆ 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
４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

幹 事 報 告

68名
47名(57名)
21名
10名

☆☆

①地区から2012秋のライラ（上級）のご案内が届
いております。詳細につきましては掲示板を
ご覧ください。
②「第11回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
が届いております。詳細につきましては掲示
板をご覧ください。
③本日ご連絡させて頂いております様に9月14
日（金）「三世代クラブ合同例会」開催時間が
12：00～14：00に変更になりました。また、高
島ガバナーから頂いておりますネクタイをお
持ちの方は着用をお願いいたします。なお、13
日（木）の例会は14日（金）に移動となります
のでお間違いのないようにお願いいたしま
す。出欠のご返事がまだの方は早急に事務局
までお願いいたします。
④「ＲＩ第2660地区 2012～13年度 地区大会」
の出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。なお、申込書下方に分科会の出席対象者が
明記されておりますので該当されます会員各
位は分科会へのご参加もよろしくお願い致し
ます。
⑤青少年交換派遣学生の上木 澪さんから報告
書が届いておりますのでお配りしています。
⑥14日（金）の三世代合同例会の幹事報告は書面
で会報とご一緒に配布させていただきます。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
在本 茂
誕生日自祝
安田 義治
誕生日自祝
中村 健輔
誕生日自祝
中島 清治
誕生日自祝
髙田 肇
誕生日自祝
南川 和茂
誕生日自祝
福井 興
結婚記念日お花ありがとうございました。
仲西 良浩
岡本会員いつも紳士の料理教室のお世話御苦労
様です。
安田 義治
中川さん。先日は大変お世話になりました。
福原 哲晃
平成24年9月6日

合計金

51,000円

累計金

666,000円

）内は会員総数を基準とした値

9月6日の出席率
82.46％
５週間前（8月9日）の
メークアップを含む出席率 88.71％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)

☆☆ 先週（9 月 6 日）の卓話 ☆☆
新世代のための月間記念卓話
新世代奉仕委員会
田端 浩多（たばた こうた）様
私がこの活動を始めたきっかけは、
「キャンプ
は楽しそうだな」とい
う軽い気持ちでした。
最初のキャンプに参加
し、実際に子どもたち
とふれあって感じたこ
とは、自然の中で見せ
る子どもたちの笑顔や
協力し合う姿の素晴ら
しさです。私はキャン
プを重ねるたびに、こ
の活動の虜になり、「自然」から得られる感動や
驚きをもっと子どもたちに伝えたいなと思うよ
うになりました。
また、キャンプのリーダーとして子どもたち
と関わることも大好きです。上手くグループを
まとめられずに悩むこともありましたが、子ど
もたちに物事を伝えるためにどの方法が一番良
いかを考える時間も大好きです。
私は「自然」が好きです。自然に隠れた単純な
面白さが好きです。私は「子ども」が好きです。
好奇心が強い彼らの笑顔に出会いたいです。４
年間経った今、私はそういう思いを持って活動
に励んでいます。
津田 彩子（つだ あやこ）様
この活動をとおして、キャンプに来てくれる
子どもたちのために普
段できない体験をさせ
てあげたい気持ちと私
自身も子どもと触れ合
うことで共に成長して
いくことができるので
はないかいう期待を強
く持ちました。
子どもたちにとって
キャンプは、ゲームや
パソコン、携帯電話に
触れる機会がない分、自然とのふれあいや集団
の中で自分の大切さに気付くことができる時間

＊＊紳士の料理教室＊＊

です。
そして、キャンプの中で子どもたちの笑顔や
いきいきとした表情を見ることは、私にとって
の喜びとなり、活動をする楽しみへとつながっ
ています。この活動は、楽しいことも学ぶことも
たくさんあり、私にとってとてもかけがえのな
いものとなりました。また、上手くいかないこと
や辛いこともありましたが、仲間や職員の方々
のサポートがあり、４年間の刺激ある大学生活
を送ることができました。頼りない私を支えて
くれた周りの人たちに深く感謝しています。

９月６日午後６時から、当クラブオリジナル
の「紳士の料理教室」（第１８回目）が開かれま
した。参加者は福井会員をはじめとする１６名
です。会場は前回と同じ難波の辻ウェルネス
クッキングですが、仲村育子先生ご指導の日本
料理でした。
２００６年５月の第１回以来この会の継続に
ご協力下さった辻学園の吉岡範修先生（中国料
理）は、今回も助手を務めて下さいましたが、こ
のたび自営業に転向されることになりました。
このため、今後は仲村育子先生のご協力を得な
がら、辻ウェルネスクッキング（なんば校または
ＪＲ大阪三越伊勢丹校）でこの会を続けていく
ことになります。次回も楽しみにお待ちくださ
い。

☆☆三世代合同社会奉仕事業☆☆
9月6日（木）10：00から大阪市立視覚特別支援
学校へ拡大読書器の贈呈式でまいりました。当
クラブからは川原会長・鍬田副会長・永田幹事・
郡社会奉仕委員長が出席いたしました。詳細は
次回三世代クラブ合同例会で発表させて頂きま
す。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第２例会のお知らせ
日 時：９月１９日（水）19:30～20:50
内 容：「世界にもあるRACの輪」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：錦城閣 登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 谷 綾花
tenmabashi@rid2660rac.org

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冷製小松菜風味のスープ 鱧の炙りを添えて
・芳ばしい厳選和牛フィレ肉のグリエに水茄子と
柚子胡椒風味の洋ネギのクリーム煮を添えて
・三度豆とクレソンのサラダ
・洋梨の赤ワインコンポートとヨーグルト
シャーベット ・コーヒー

ＴＥＬ：090-5124-7458
登録締切：９月１４日（金）

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一
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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

ロータリーの誕生
120万人を擁する組織は、たった4人で始まった

ロータリーのはじめの4人
左から、ガスターバス E. ローア、シルベスター・シール、ハイラム E.. ショーレー、 ポール P. ハリス
ユニティ・ビル711号室であげた産声
それは、1905（明治38）年2月23日である。このころは、自動車がようやく実用化の段階に入ったばか
りで、まだ馬車の方が幅を利かせており、飛行機もそれより約1年ばかり前、ライト兄弟によって発明さ
れていたが、ほんの2～3分間空に浮かぶことができるという程度であった（日本でいえば、日露戦争の
終わった年にあたる）。
この年の2月23日の晩、米国イリノイ州のシカゴで4人の人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの711
号室に集まった。4人というのは、弁護士のポール Ｐ.ハリス、石炭商のシルベスター・シール、鉱山技
師のガスターバス Ｅ.ローア、洋服商のハイラム・ショーレーである。“ガス”ローアの事務所である
この部屋は狭く、机が1つとあまり掛け心地のよくないいすが4つ置かれているほか隅に洋服掛けがあ
り、壁には写真が1～2枚と工事関係の図表が掛かっている。当時のありふれた事務所であったようだ。4
人は、ポール・ハリスが過去5年の間あたためてきたアイデアについて語り合った。
簡単にいうと、お互いの事業あるいは職業上の結び付きを通じて、友好的交友関係を築くことができ
るはずであり、またそうするべきであるというのである。仕事の上での関係が、友情の妨げとなること
はないと、ポールは考えたのである。
では、ポールが集めたこの4人はどんな人であったろうか。ポールは、その著『THIS ROTARIAN AGE
（ロータリーの理想と友愛）』の中で、この点につき次のようなことを書いている。
「湖畔(こはん)の一都市を舞台として、一場のドラマが始まった。このドラマがどんな意義をもつも
のであるか、何人も予測し得たものはいない。登場人物は、世の平凡な道を行く実業家および職業人で
あって、必ずしも一頭地を抜くほどの特質を備えた人ではなかった。しかし、一般的な意味で、“立派
な人”と表現しても差し支えない人々であり、4人とも気が合っていて仲が良く、めいめい業種の異なる
立派な事業あるいは職業を持っていた。彼らは、信仰、人種、政治的意見の相違に関係なく集まった
人々なのである」
その晩、711号室で語り合った4人は、話が進むにつれ、職業を通じて結ばれた関係は、個人的な友情
に発展させることができるし、またそうすべきであることを、お互いに一段と深く認識し合ったのであ
る。そして、さらに話し合いを続けた結果、このような交友関係をはぐくむためには、何らかのクラブ
をつくることが一番良いという結論に達したのであった。
ロータリークラブという名称は、このとき、その場で決められたわけではなかったが、実質的には、
1905年2月23日の晩に開かれたこの会合が、世界最初のロータリークラブの第1回の会合となったのであ
る。

