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本日の例会 （第 666 回例会） 

2011 年５月２６日(木) 

◆出席報告◆会長の時間 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

例会場変更 

産地直送ダイニング SEASON 

次回の例会予告（第 667 回例会） 

2011 年６月５日(日) 

初芝立命館高等学校 I.A.C. 

認証状伝達式 

次々回の例会予告（第 668 回例会）

2011 年６月９日(木) 

   内部卓話 

犬伏 幸代 親睦委員長 

次年度のための 

クラブアッセンブリー 

会 員 総 数 ３４名 
本日(５月１２日)の出席 ２１名 
(内出席率計算会員) ２１名 
本 日 の 出 席 率 ７３％ 
修正出席率 (４/２１) ８９.７％ 

出席報告 ５月１２日 
 

中井 崇嗣会員 

 こんにちは。 

プルデンシャル生命保険株式会社の 

中井崇嗣です。 

祖父の介護をきっかけに介護福祉士を取得後、実家

にておにぎり屋を始めコンサルティング会社の外食

チェーンを担当後、現在保険の営業をしております。 

『関わる皆様のお役に立ちたい』という想いでこれ

まで仕事をして参りました。 

堺フェニックスロータリーの皆様と社会のお役に立

てるように頑張って参ります。 

どうぞよろしくお願い致します。 



 

 

例会の記録 (第６６４回例会)             ･･････ ５月 １２日･･････ 
 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」「地域を育み、大陸をつなぐ」   

国歌斉唱 「君が代」ロータリーソング 「奉仕の理想」    ロータリーの綱領 唱和

会長の時間   上田 俊夫 副会長  

  

 

 

 

本日は片木会長が所要の為お休みですので会長代行させ

ていただきます。 

来る 15 日にいよいよ初芝立命館高等学校インタ―アク

ト創立総会が当高校において開催されます。本日創立総

会のプログラムを配布しますので、各自その時の役割分

担を頭に入れていただいて当日の総会運営がスムーズに

行われますようご協力お願いいたします。 

 

幹事報告    京谷 知明幹事 

 

 

 

 

☆5 月 26 日は「産地直送ダイニング SEASON」に例会場

変更です。 

☆本日御入会いただきました、中井崇嗣会員の歓迎会を

26日に行います。また、岡田正一会員を団長とするＧＳ

Ｅのメンバー総勢５名が韓国訪問を終え、５月１４日帰

国です。26日は岡田会員の慰労会も兼ねたいと思います。

☆ガバナー事務所よりお知らせ 

１．「4月 14 日ガバナーが解任された」という和歌山北

RC 森本会長からの発信文につきましては虚偽の通知で

あります。 

２．林氏の辞任については所属クラブの決議は不要であ

り、本人がDGをする意思がないということで了承し、す

でにRIで身分は消滅されています。月信ガバナーメッセ

ージに掲載しております。 

３．東日本大震災災害支援につきまして、各クラブ様の

支援活動に敬意を表し、引き続き最優先でご協力をお願

い申し上げます。 

 

例会変更：堺フラワーＲＣ５月２１日→１７日(火)神ぷ

く亭 ６月４日→泉州KUMATORI RCチャーターナイト 

 

内部卓話 

  

インターアクトクラブについて     

上田 俊夫 副会長 

 

 当クラブにとりまして今までインタ―アクトクラブに

はあまりなじみがなかったので簡単に説明させていただ

きます。 

 インターアクトとは「インターナショナル」（国際的）

と「アクション」（行動）という二つの言葉が複合された

名称です。世界中には、11,000以上に渉るインターアク

トクラブが存在し、25万人以上のインターアクターが活

躍しております。インターアクトのプロジェクトは社会

奉仕と国際奉仕に積極的に取り組んでいます。具体的に

は、地域の奉仕活動として環境美化運動、福祉施設への

支援活動、災害時の募金活動、小学校・幼稚園などへの

行事参加などが挙げられます。国際奉仕については毎年

実施されております海外研修への参加、海外から来日さ

れた留学生との交流を通じて視野を広め世界中の地域社

会に貢献することです。6月 5日に、国際ロータリーよ

り頂いたインターアクトクラブの加盟認証状の伝達式が

再び初芝立命館高等学校で催す運びとなっております。

会員の皆様のご支援ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 



 

 

にこにこ報告 
  

 

中井 崇嗣会員、堺フェニックスＲＣに御入会

誠におめでとうございます。本日よりロータリーライ

フを楽しみながらどうぞ勉強?してください。 

犬伏 幸代会員 

 

中井 崇嗣会員、入会おめでとうございます。

若い力に期待しています。ロータリーライフを楽しん

で下さい。結婚 52 周年の御祝と息子の 49 回目の誕生

日の御祝いを有難う御座います。   今野 華会員 

 

中井様、御入会おめでとうございます。15 日の

初芝立命館ＩＡＣ創立総会には多数のご出席お願い

します。ＲＩ加盟認証状を頂けて嬉しい限りです。 

上田 俊夫会員 

 

中井 崇嗣さん、入会おめでとうございます。

ＲＩ会長賞及び初芝立命館ＩＡＣの創立、誠におめで

とうございます。中井様、御入会おめでとう御座いま

す。今後とも宜しくお願いいたします。 

片岡 富美子会員 

 

誕生日のお品嬉しく頂戴いたしました。せめて

70 歳までと思っておりましたが自分でも驚くほど 80

歳中端になってしましました。皆様のお蔭と思ってお

ります。1 日1 日を大事に生きていきたいと思います。

ありがとうございました。    熊取 敬子会員 

 

５月２日の夜中から３日にかけて大峰山に向

井さんと登ってきました。向井さんの体力にビック

リ！でした。 中井崇嗣さん、御入会おめでとうござ

います。私も入会１年満たないので一緒に学んでいき

ましょう。            河野 強会員 

 

中井様、ようこそ堺フェニックスＲＣへ！会社

創立の御祝い有難う御座います。会計報告すみません

でした。             酒井 誠会員 

 

今日は遅れてスミマセン。中井さん、ようこそ!

入会おめでとう御座います!仲良くしてください。宜し

くお願いします。        向井 利之会員 

 

久しぶりに例会に参加させていただきました。

中井崇嗣さんの入会式に立ち会えて良かった。御入会

オメデトウございます。今後ともよろしく！先般のチ

ャリティーワイン会に参加の皆様多額なご寄付を有 

難う御座いました。御礼をこめて今日はにこにこ奮発

します。             田中 眞琴会員 

 

週末楽しい出来事がありました。皆々様、お疲

れ様でした。特に河野君！痩せてる方の中井さん、よ

うこそフェニックスへ♪     田辺 弘樹会員 

 

中井 崇嗣会員、堺フェニックスＲＣに御入会

おめでとうございます。どうぞよろしくお願い致しま

す。             辻野 美智子会員 

 

中井 崇嗣会員、御入会おめでとうございます。

頑張って下さい。今年の５月は急激な気候の変化があ

り体力を崩さないように気をつけましょう。 

中井 昭宏会員 

 

中井 崇嗣会員、御入会おめでとうございます。

今後ともよろしくお願いします。クラブ例会への欠席

が続き申し訳ありません。    中野 一朗会員 

 

中井様、ようこそ堺フェニックスＲＣへ。 

三村 文男会員 

 

中井さん、御入会おめでとうございます。 

フェニックスＲＣに入って良かったと思ってい 

ただける様一緒に仲良く頑張って行きたいと思ってい

ます。             吉川 美幸会員 

 

田中 範子ｸﾗﾌﾞ広報委員長 

ロータリーの友５月号 

１．ＲＩ会長メッセージ Show and tell  

レイ・クリンギンスミス RI会長    P1  

 それぞれのクラブが自分たちの活動を世間に伝える

ことが出来る「Show and tell」はなかなか無いけれど、

ニューオリンズでの国際大会ではその機会を提供して

います。レイ・クリンギンスミス RI 会長にとっても、

個人的な「Show and tell」の最も良い機会である。と

妻のジュディーさんの勤める幼稚園の「Show and tell」

の時間を例に挙げて話されています。世界中から集う新

しい友人と出会ったり、ロータリープロジェクトの展示

を見たり、ショウーを楽しむことができると、国際大会

への参加を呼びかけています。 

２．特集 ロータリーの多様性を知る  

  未来へつなぐ若いロータリアン     P6～P9     
 少子高齢化社会の進む日本。ロータリークラブでも会



 

 

員の高齢化を耳にする機会が増えています。会員増強、

特に若い世代の獲得が言われる今、20代と30代前半の

ロータリアンたちが、ロータリークラブに入って感じた

こと、体験したことを語ります。 

 

  私がロータリーに入ったころ（１）   P10～P15 

 会員歴 20 年以上のロータリアンの方々に、入会当初

のころを振り返って、変わったこと、変わらないこと、

それぞれ、思い出の詰まった写真とともに、掲載されて

います。（２）は次回紹介 

３．特集 心は共に１ 東日本大震災 

 その時・・・ロータリーはいち早く動いた     

 2011年3月11日、東日本で起こった大震災以降、多

くのロータリアンがその状況に心を痛め、手を差しのべ

ようと奔走しました。その様子が「心は共に」のテーマ

で、毎号、掲載されます。 

 今回は当地区 米田ガバナーの「地区を挙げて被災地

を支援」と題し、被災地第2530地区に毛布他支援物資を

運んだときの状況が報告されています。          

４．いま、世界は……10 

「タイガーマスク運動」を通して支援について考える 

長期的な視点で問題を見る重要さ   Ｐ20-21 

 2010 年 12 月以降、日本全国の児童施設へ寄付をした

「タイガーマスク運動」は、大きな話題としてメディア

で取り上げられた。「日本も捨てたものではない」「素晴

らしい行動」と称賛する声があがったが、本当にそうな

のだろうか。筆者が現場で得た教訓を「タイガ―マスク

運動」の例に照らし合わせながら、支援の在り方につい

て、考察しています 

５．RI指定記事 ロータリー入門 

 GLOBAL OUTLOOK P37-44 

 特集：ロータリアンのための新世代入門 

 新世代は未来に満ちた人たちです。ロータリーの未来

も、彼らに託されます。会員増強のためにも、彼らの未

来力をロータリーに取り込むには？ 

○縦組 

１．SPEECH 米山記念奨学生と私の夢 P2-6 

中国米山学友会華北分会会長／世澤律師事務所パートナ

ー 姫 軍（じ じゅん） 

私がロータリアンの皆さまから、そして米山記念奨学会

からいただいたものは、奨学金や友情だけではなく、人

生の価値観と生き方です。私の夢は「ロータリー精神の

理想的な具現者になる」ことです。 

２．この人、この仕事 

サラリーマンから転じて教育界へ P7-9 

松平頼武氏 本郷学園理事長 東京北ロータリークラブ 

 本郷学園の卒業式の４日前に東日本大震災が起きた。

東京の交通事情も乱れ卒業式は延期になった。 

松平さんは卒業式にこんなはなむけの言葉を贈るつもり

だったようだ。『君たちが選択できる道は無限といっても

良い。かけがえのない一生を大切に、誠実に生きて欲し

い』 

○地区関連 

１．地区を挙げて被災地支援      横組み P18 

（ガバナー 米田 眞理子） 

２．私がロータリーに入ったころ（１） 横組み P11  

バッジを胸にした緊張と感激の日（和歌山RC雑賀正雄） 

３．俳壇        縦組み P13 

   

 

 

 

４．柳壇         縦組み P13 

花粉症ぐらいで悩むことはない（堺清陵RC物種 唯修） 

５．バナー自慢 

  串本RCバナー        縦組み P17 

６．ロータリーアットワーク 

  実物投影機を贈呈 橋本RC     縦組み P23 

  大活字本500冊  和歌山東南RC  縦組み P24 

 

GSE 韓国訪問団の帰国 

 堺フェニックスＲＣの岡田正一会員を団長とするＧＳ

Ｅのメンバー総勢５名が韓国訪問を終え、５月１４日昼

過ぎに無事関西空港に帰国しました。４週間という長丁

場を一行は韓国の教育事情の視察と教育研修という大役

を無事に努められ全員元気に帰国されたのはこの上ない

喜びです。これも岡田団長の見事な指導力と統率力のお

陰と感じております。空港には堺市と和歌山市の教育委

員会の幹部と米田ガバナー、ＧＳＥの役員、ロータリー

関係者、また団員の家族などが多数出迎えました。今後

あらゆる機会を通じて帰国報告会が行われると思います

が土産話を楽しみにしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

豆撒くや鉦に当たれば鉦の音  

（堺フェニックスRC 米田 眞理子） 



 

 

初芝立命館 I.A.C 創立総会 

2011/05/15 司会 田中 範子 SAA 

例会プログラム 

   点鐘   片木 修会長 

   斉唱   「君が代」「手に手つないで」 

「インターの歌」 

   開会の辞 岡田 正一 

   会長挨拶 片木 修会長 

   記念品贈呈 

   インターアクト紹介 八十田 律子 IAC 顧問 

   宣誓   檀野 明佳 IAC 会長 

   祝辞   米田 眞理子ガバナー 

    大澤 徳平パストガバナー 

    北中 登一ガバナーノミニーノミニー 

祝電披露     

謝辞   岡村 務学校長 

閉会の辞  上田 俊夫副会長 

点鐘   片木 修会長 

 

御祝金  ガバナー補佐 松田 洪毅様 

河内長野RC 様 

      〃   山崎 規男様 

祝電  パストガバナー 平岡 正巳様 

    ガバナー補佐 猿田 慎男様 

             ありがとうございます。 

会長挨拶 片木 修会長 

 

 

 

初芝立命館高等学校のインターアクトクラブ創立総

会の開催に当たりまして 

 

提唱クラブの会長として一言ご挨拶を申し上げます。 

 昨年の１１月、国際ロータリー２６４０地区の地区大

会の開催に際し、本校に歓迎演奏のお願いをいたしまし

たところ、快くこれに応じていただき、大会をおおいに

盛り上げていただきました。改めて、厚く御礼を申し上

げる次第でございます。 

これが契機となりまして、大阪金剛ＲＣのご理解とご

協力の下、地区大会を主催いたしました米田真理子ガバ

ナーの指導を得ますとともに、学校の諸先生方のご尽力

によりまして、本日の創立総会の運びとなりました。 

皆様ご承知の方も居られると存じますが、インターア

クトとは、「インターナショナル」（国際的）と「アクシ

ョン」（行動）と言う二つの言葉が複合されてできた名称

です。 

世界の１２０以上の国や地域に、１万１千以上のインタ

ーアクトクラブがあり、２５万人以上の青少年がインタ

ーアクターとして活躍しております。 

本日、この創立総会にご出席の本校のインターアクト

クラブの会員の皆様は、まさにこのクラブのチャターメ

ンバーとして世界のインターアクターの仲間入りをしょ

うとしておられるわけです。 

 インターアクトクラブの会員は、「善良な性格と指導者

の資質を備えた１２歳から１８歳未満の青少年であるこ

とを要する。」とされております。 

 そして、インターアクトの目的は、これらの青年男女

に「奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で、

共に活動しようとする機会を提供すること」にあります。 

 従いまして、会員となられました皆様方に、インター

アクトの目標として掲げております９項目について研鑽

していただき世界のリーダーとなるべく知識と指導力を

涵養していただきたいと念願いたしております。 

 活動としては、学校ないしは地域に奉仕するためのプ

ロジェクトと国際理解を推進するためのプロジェクトの

二つがあります。 

 嬉しいことに、初芝立命館高校インターアクトクラブ

のＲＩ加盟申請をいたしておりましたが、この５月の１

０日に認証した旨の通知をいただいております。 

 認証状の伝達式は、先にご案内のとおり、改めて６月

５日に、挙行いたす運びとなっております。私たちは提

唱クラブとして、インターアクターとして活躍されるク

ラブ会員の皆様がる有意義な活動が出ますよう、精一杯

支援をさせていただく所存でございます。 

結びに当たりまして、クラブ会員のご父兄・顧問の先

生はじめ学校関係の皆様のご理解とご支援・ご指導をよ

ろしくお願い申し上げ、簡単楚辞ではございますが、ご

挨拶とさせていただきます。 

    本日は、誠におめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

謝辞   岡村 務学校長 

 

 

 

 

 

 

ただ今ご紹介頂きました、初芝立命館中学校・高等学

校長の 岡村 務 でございます。 

 初芝立命館高等学校インターアクトクラブの創立総会

を開催いたしましたところ、本日はご多忙な中、また日

曜日という休日にも関わりませず、国際ロータリー第

2640 地区ガバナーの米田様をはじめとする地区代表の

ロータリアンの先生方、また各校インターアクトクラブ

の顧問及び生徒の皆様のご出席を賜り、まことにありが

とうございます。 

そして、本校インターアクトクラブ設立に際し、提唱

クラブとしてご支援くださいます片木会長様をはじめと

する堺フェニックスロータリークラブのロータリアンの

先生方には、この場をおかりしまして、本校を代表して

改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

さて、本校は1937（昭和12）年に、南河内郡日置荘に

大阪初芝商業学校として創設され、その歴史を紡いでき

ました。今年 2011 年４月には、74 年間過ごした初芝の

地を離れ、校舎を北野田キャンパスに新設して移転して

参りました。学校としましては、2008年７月に学校法人

立命館と共学提携を結び、2009年４月からは校名を初芝

立命館中学校・高等学校と改称し、中高一貫教育校とし

て新たにスタートをしています。「豊かな学力」「豊かな

人間性」「地球規模の貢献意識」を持った生徒を育てるこ

とを目標に、日々の教育活動の励んでおります。 

また、学園が昨年策定いたしました「2017基本構想」

では、教育理念として「夢と高い志、挑戦、そして未来

創造」を掲げ、「国際社会の持続的・平和的進歩への貢献」

「人類社会の進歩と福祉社会の発展への貢献」をめざし、

社会に貢献し世界で活躍する創造的な人材の育成をめざ

しています。 

これらのことは、ロータリークラブの方々の活動と合

致するものであると思います。このような中で、この度、

本校生徒に国際理解・国際交流と奉仕活動を中心とする

社会貢献の機会を与えて頂き、ご支援して頂けるという

ことは、学校といたしましては非常に有難く、何より生

徒にとって有意義なことであると思います。 

去る2004年には、大阪金剛ロータリークラブ様より本

校中学校に、日本初の中学校単独としてのインターアク

トクラブを設立して頂き、はや７年が経ちました。その

活動の中で、多くの生徒たちが立派に巣立ってまいりま

した。 

そしてまた本日・2011年５月15日に、「堺フェニック

スロータリークラブ」様のご支援により、高等学校にイ

ンターアクトクラブを設立して頂きました。今後は中高

一貫校として、インターアクトクラブの活動をさらに活

発に進めて参りたいと存じております。 

この場で改めて、「国際社会・地域社会に貢献すること

ができ、志を高く持った創造的な生徒を、ロータリーク

ラブの方々のご支援を頂きながら、沢山育んで参ります」

との決意を、述べさせて頂きまして、謝辞とさせて頂き

ます。 

本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願 

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にこにこ報告 
  

初芝立命館Ｉ.Ａ.Ｃ創立おめでとうございます 

石田 得子会員 

初芝立命館Ｉ.Ａ.Ｃ創立総会おめでとうございま

す。一緒に学んでいきましょう。成長を楽しみにして

います。            今野 華会員 



 

 

初芝立命館Ｉ.Ａ.Ｃが創立なさいました事、おめ

でとうございます。お若い方達のこれからのお働きに

期待申し上げております。    熊取 敬子会員 

初芝立命館Ｉ.Ａ.Ｃ創立のことおめでとうござい

ます。            辻野 美智子会員 

初芝立命館Ｉ.Ａ.Ｃ創立おめでとうございます。

友に時を過ごしましょう。   中井 昭宏会員 

初芝立命館Ｉ.Ａ.Ｃ創立おめでとうございます。

松本 美和子会員 

初芝立命館Ｉ.Ａ.Ｃ創立おめでとうございます。 

活動が毎年引き継がれますように。吉川 美幸会員 

 

 

 

 

 

 

出席報告  ５月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団奨学生 本間 祐子様より 

 

大変ご無沙汰しております。申し訳ありません。財団奨

学生の本間です。 

皆様 お変わりなくお過ごしでしょうか。 

私は幸いなことに、こちらに来てから重い病気にもかか

らず元気に過ごしております。 

こちらイギリスのノッティンガムは最近すっかり春らし

くなり、昼間の時間が長くなりまして、夜は午後10 時

頃まで明るいです。暖かく過ごしやすい気候です。 

学校の方はというと、今月ですべて大学院の授業も終了

し、試験（エッセイの提出のみですが）を終え、あとは

修士論文の提出を残すのみとなりました。９月に修士論

文を提出後、日本に帰国予定です。 

こちらでのロータリーの活動は、地区大会でスピーチを

したり、地区でのパーティーに出席させていただいたり、

地元の小学校を訪問させていただいたりしています。3

月での日本の地震の後は（大阪は大丈夫と聞いています

が、皆さま大丈夫でしたでしょうか…）、カウンセラーの

方々や、新潟地区出身の同じくロータリー奨学生の中村

まりさんと一緒に、街頭で募金活動を行いました。ロー

タリーの活動で集まった募金は日本のロータリークラブ

に直接送られ、復興支援に使われるということでした。

ノッティンガム大学の日本人会でも毎日交代で募金活動

をし、かなりの金額を集めました。イギリスはチャリテ

ィーにとても積極的な国と聞いていましたが、特に地震

に関してはかなりいろんな方が心配してくださり、募金

も協力して下さいました。ありがたいです。（写真を添付

しました）。東北の一日も早い復興を願うばかりです。 

まもなくこちらに来て、１年になります。 

カウンセラーのトニーさん一家には大変御世話になって、

季節が変わるごとにいろいろな場所へ案内してくださっ

たり、行事ごとに呼んでくださって、イギリス文化を紹

介してくださいます。ノッティンガムはちょうどイギリ

スの真ん中にあって、気候も温暖、大変過ごしやすい位

置にあるそうです。ここに縁あって来ることが出来て本

当に良かったと思っています。勉強が思ったより大変で、

これまであちこち旅行などにはあまり行けなかったので

すが、勉強もがんばりながら、残りの日々を楽しんで過

ごしたいと思います。 

本当にここで勉強させていただいて、ありがとうござい

ます。感謝の気持ちでいっぱいです。離れるのが名残惜

しい程、文化も人々も含め、今ではイギリスが大好きで

す。ここで過ごした１年間のことは多分一生忘れないと

思います。 

 

 

 

 

 

左はこちらの地区のガバナー、ValLeiversさんと地区の

パーティーにて。右は財団奨学生の中村さんと。 

 

 

 

 

 

 

 

ノッティンガム大学の日本人サークルの皆と募金活動の

時の写真です。 

会 員 総 数 ３４名 

本日(５月１５日)の出席 １８名 

(内出席率計算会員) １８名 

本 日 の 出 席 率 ６２％ 

修正出席率 (４/２８) ８６.２％ 



 

 

菜 根 譚   
 

持身不可太皎潔。一切汚辱垢穢、要茹納得。 

与人不可太分明。一切善悪賢愚、要包容得。 

 

身を持するには、はなはだ皎潔（こうけつ）なるべからず。 

一切の汚辱垢穢（おじょくこうあい）、茹納（じょのう）し得んことを要す。 

人に与（くみ）するには、はなはだ分明（ぶんめい）なるべからず。 

一切の善悪賢愚、包容し得んことを要す。  

 

世間を渡るのに、あまりに潔癖すぎる態度はよろしくない。 

いろいろな汚ないものをも腹の中に納めてしまう度量が必要だ。 

人とつきあうには、白か黒かレッテルを貼ってしまってはならない。 

善悪賢愚、さまざまな人たちを平等に受け入れる寛容さが望ましい。 

 

ここに説かれている寛容の徳は、自分自身に対する潔癖、誠実と表裏一体をなしている。 

「論語」には曽子の言業といて「夫子（孔子）の道は忠恕のみ」（里仁篇）とあるが、忠とは自己の良

心に対する誠実さであり、恕とは他者に対する寛容をさしている。 

自分にも他人にもきびしい人は窮屈ですが、自分にも他人にも甘い人はだらしがない。 

だが一番始末におえないのは、自分には甘いくせに他人にはきびしい人物だ。そうした手合いは、 

せっかくの名言を悪用させてはなるまい。 

 老ロータリアンとして寛容の二文字はよく耳にして来ましたが、年を重ねると寛容もだらしないもの

になり自分自身が寛容になっているか寛容の中にモグリ込んでいるようなことですが、お若いこれから

を担っていかれる方達にこそ凛とした、けじめをはっきりつけた寛容さを立派に身につけて頂きたいと

希っております。 

熊取 敬子 


