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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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2287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

「合気道―気と心と体」

話

寺杣

晃一会員

☆☆ ４月度のお誕生日 ☆☆
9日 箕村 保
14日 西井 幾雄

11日 平尾 彰彦
23日 山村 朋史
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

３月１５日奈良東大寺二月堂のお水取りが終
わって、本格的な春の到来かと思ったら、ここ数
日は寒さがぶり返し、昨日、長岡の里では西山か
らみぞれ交じりの雪が舞っておりました。庭の梅
の花びらが散っているのかと思ってみたら、何と
雪片でした。滋賀・京都では「比良の八荒」とい
うらしいです。その昔、琵琶湖湖畔の村娘が修行
僧に懸想し、１００日毎日盥舟で通ってきたら嫁
にしてやると約束し、毎日通ってくる娘に恐れを
抱き、満行の日、目印の浮見燈の火を消したため
娘は方向を失い、荒れた湖水にのみこまれまし
た。それ以来、琵琶湖周辺では、３月の荒れた天
候を
「比良の八荒」
と言い伝えているらしいです。
先日、京と大坂の境にまつわる民話「京の蛙と大
阪の蛙」の話をしていて、京都・滋賀出身の人か
ら教えてもらいました。
さて、今週土曜日の台北陽明ロータリークラブ

月

ＮＯ．２２８７
間
次週（４月９日）のお知らせ

１）例 会 （2288回）
２）ソング
日も風も星も
３）卓 話
「ロータリーで出会った素敵な人々」
国際ロータリー日本青少年交換委員会
執行顧問 近藤 眞道 様
徳岡昭七郎会員紹介
４）第5回被選理事会
の３８周年記念式典に、今日明日と１１名のメン
バーが出発致します。陽明ロータリークラブと
は、昭和５３年（１９７８）３月以来、実に３７
年間にわたって姉妹クラブとしておつき合いを
してまいりました。日本と台湾は「一衣帯水」。
東アジアにおいて運命共同体ともいえる関係で
す。両クラブの絆をより強く、より確固としたも
のにすべく友情を深めてまいります。そのシンボ
ルとして、郡 悦清次期ガバナー補佐より、わが
クラブ４５周年記念「絆ネクタイ」着用が指示さ
れました。一つ残念だったのは、今日迄に台湾国
歌を覚え損なったことです。他国の国歌といえど
も人ごとのように聞かず、せめて口ずさめたら、
その国がどのような思いで国歌を定めているか
が理解できて、真の友好を深められると思います
が、皆様はいかがお思いでしょうか。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①ロータリーフェスティバルのプログラム一覧
を本日お配りしております。先週会長報告に
ございましたフォーラムＡ「防災を考える」
（中央公会堂3Ｆ小会議室）に多数のご参加を
お願いいたします。なお、“危険ドラック撲滅
サミット”の時間帯に訂正がございます。誤：
１４：３０～１６：３０ 正：１５：００～

☆☆ 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

０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

62名
42名(54名)
25名
12名

１７：００です。また、チャリティーウエア―
のサイズが追加されました。前回ＸＬ（３Ｌ）
までとなっておりましたが4Ｌ・5Ｌが追加に
なりました。ご参加の方は先週お配りしてお
ります申込書を事務局にご提出頂きます様に
お願いいたします。
②陽明ＲＣ記念式典にご参加の方は各自 当ク
ラブの赤いネクタイをご持参頂きます様お願
いいたします。
③「新年度ロスターの原稿」、訂正のある方は本
日が締め切りですので事務局までご提出お願
いします。なお、ご訂正のない場合もOKとご記
入のうえ必ずご提出お願いいたします。
④次々週例会終了後「第5回被選理事会」を開催
致します。本日ご案内させて頂いております
ので関係各位宜しくお願いいたします。
⑤本日例会終了後 ４月度定例理事会を3Ｆ「ア
ンバー」にて開催いたします。関係各位宜しく
お願いいたします。
⑥本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願い足します。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

台北陽明ロータリー38周年記念式典に行って参
ります
小寺 一矢
本日の卓話よろしくお願いします 寺村 清
4月26日(日)RAC35周年式典です。よろしくお願
いします。
勝見 茂
平成27年3月26日

合計金

15,000円

累計金 1,672,340円

☆☆ 先週（3 月 26 日）の卓話 ☆☆
「青春を過ごした街 フィラデルフィア
寺村 清会員
私は1988年から1994年までフィラデルフィア
及びフィラデルフィア郊外に住んでおりまし
た。アメリカへ行き最初は10ヶ月間フィラデル
フィア郊外に住み英語学校に通い、その後Temple
大学へ入学してフィラデルフィアに移り住んで
の6年間になります。
全米で5番目の都市フィラデルフィアはアメ
リカの京都とも称される、古都の町並みが美し
い東海岸の街でペンシルベニア州にあります。
ここではその歴史と魅力を簡単にご紹介しま
す。
「宗教の自由」を求め、イギリスからウィリア

）内は会員総数を基準とした値

3月26日の出席率
77.78％
４週間前（3月5日）の
メークアップを含む出席率 85.96％
メークアップ実施会員
2名（欠席者10名)
ム・ペンがクエーカー教徒を引き連れて上陸し
たのが1682年。ペンはこの地を古代ギリシア語で
「兄弟愛の街」を意味する「フィラデルフィア」
と名付けました。
18世紀を通じてフィラデルフィアはロンドン
に次いで英語圏で２番目に大きな都市、北米最
大の都市となり、当時植民地であったアメリカ
大陸の商業・工業・政治の要となります。
その後イギリスの圧政に人々は立ち上がり、
フィラデルフィアは独立戦争の舞台となりまし
た。1776年7月4日。トーマス・ジェファーソン、
ベンジャミン・フランクリンが起草した「独立宣
言」が議事堂（現独立記念館・ユネスコの世界遺
産）で署名され、独立宣言がなされます。
この議事堂は1787年に「アメリカ合衆国憲法」
が制定された場所でもあります。当時、議事堂の
時計台にかかっていた鐘は「自由の鐘」としてア
メリカの自由の象徴となり、南北戦争における
奴隷制度廃止のシンボルとなりました。 また、
1790年から1800年までの10年間、フィラデルフィ
アはアメリカ合衆国の首都でもありました。
こうした建国の歴史が息づき、アメリカ人の
精神の拠り所とも言えるフィラデルフィアは、
ニューヨークやワシントンD.C.からバスや電車
で２~3時間程度という便利な立地もあり、
国内外
からの観光地として栄えています。
インディペンデント・ホール、リバティベルの
他にもフィラデルフィア・アートミュージアム、
ロッキー像、ベンジャミンフランクリン・ブリッ
ジ等多くの見所があります。そんな表向きの顔
とは違いフィラデルフィアは東海岸で恐らく一
番危ない、また全米でも1，２位の危ない町とい
う裏の顔も持ち合わせます。
古くは禁酒法時代に、かつての輝かしい歴史
を有する街から一転して、マフィアが暗躍する
全米最悪の治安の都市となり現在も、フィラデ
ルフィア一家がしばしば摘発の対象となってい
る。私の住んでいた1990年にも、フィラデルフィ
ア一家のボスがレストランでヒットマンに襲わ
れたが、ボディーガードが身代わりとなりボス
は無傷であったとのニュースがありました。
しかしながらフィラデルフィアがそんな危な
い町だと私が知るのはずっと後になっての1998

しないということでした。またそれを教えられ
たのはそれまで私がフィラデルフィア以上に危
ない町と思っていたニューヨーク ブルックリ
ン のクラウンハイツの黒人で、フィラデルフィ
アはクラウンハイツより怖いと語り、その時私
は初めて自分がフィラデルフィアという危ない
町に住んでいたことを知ったのです。
この情報がどこまで役に立つものか分かりま
せんが、フィラデルフィアに行かれることがあ
れば、以上のことを踏まえ安全な旅を過ごして
下さい。
危ないエリアに踏み込まない限りフィラデル
フィアはとても良い街です。
以上

年ごろでした。
人口は1990年時点で約158.5万人、現在は151万
人、人種構成は白人約45%、黒人44%で全人口の23%
が貧困層。これがノース・フィラデルフィアにな
ると黒人が70%近くになりその内の40%弱が貧困
相となる。スラムエリアに入ってくるとサイン
となるものがあります。先ずは看板広告が白人
から黒人へと変わっていき、店のマネキンが黒
人になってきたら完全にそのエリアです。その
エリアに入ってくると多くのアパートは窓を修
理するお金がないことから窓ガラスが割れると
トタンや木の板をはめ殺しにしてしまう。さら
に酷くなるとビニールのごみ袋をガムテープで
張り付けただけというものも多くありました。
これは家に限ったことではなく、車の窓にごみ
袋を張り付けたものも当時は多く見られまし
た。また他の特徴としては失業率も高いことか
ら仕事の無い者達がすることもなくアパート前
の階段に座り込んでいます。これらが当時私に
とっての危ないエリアを見分ける指標となって
いました。
当時私はこの指標が全米で通用すると思って
いたのですが、後にニューヨークに移り住んで
からの1998年に知ったのはこの指標が通用する
のはフィラデルフィアだけで他の都市では通用

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
グリンピースのポタージュ(サンジェルマン)
ビーフストロガノフ、バターライス添え
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ
コーヒー

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

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

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

ロータリーの先駆者＜海外編＞
ハーバート J.テーラー（Herbert J. Taylor

1893～1978）

1954－55年度ＲＩ会長、シカゴＲＣ会員。「四つのテスト
（THE 4-WAY TEST）」の創案者です。
彼は1932年、倒産寸前の会社再建を任されたとき、モラル向
上の方法として“言行はこれに照らしてから”の「四つのテス
ト」を作りました。
以来、創案は改変され現在の「四つのテスト」を、ＲＩでは職
業奉仕にふさわしい職業倫理訓として認めています。 1942
年、彼は「四つのテスト」を使用する権利をＲＩに付与、1954
年のＲＩ会長就任時には、著作権もＲＩに譲渡しています。

