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２０１４－２０１５年度 第 １２ 回目 例会

１０月２日 １８時３０分 第一ホテル堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

国歌斉唱 君が代

ロータリーソング 奉仕の理想

各種御祝 親睦委員

新入会員入会式 林 信 一 会 員

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

委員会報告

卓 話 「 米 山 月 間 」

米山記念奨学生 ｹ ﾞ ﾆ ｮ ｰ ･ ｴ ﾘ ｯ ｸ ･ ﾏ ｸ ｼ ﾑ ･ ﾛ ｼ ﾞ ｪ ｰ 様
（出身国ﾌﾗﾝ ｽ、世話ｸﾗﾌ ﾞ御坊南RC）

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第１３回
１０月１１日（土）

秋の家族例会
ピッコロカプリーチョ

18：00
～ 20：00

第１４回
１０月１６日（木）

卓話 米山記念奨学生
康 恵 様

ホテル第一堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

本日は北中パストガバナー、ようこそお越し下さ
いました。そして先週金曜日交通安全キャンペー
ンにご参加下さいました皆様、朝の早い時間から
ありがとうございました。
堺東の駅前でキャンペーンのチラシ配りをさせて
頂きましたが、朝の出社中のビラ配りに対する反
応が素通りされたり、断られたり、とても寂しく
感じました。その日以降は特に街中でティッシュ
やチラシを配っておられると『ありがとう』と受
け取るようにしています。

ロータリーは『Ｉ serve』の精神だと良く言わ
れます。他人のことを思いやり、他人を助けるこ
とがロータリーの精神です。ロータリーでは団体
として大規模な奉仕をするのを否定しているわけ
ではありませんが、これが本命ではなく、一人一
人が毎週一回の例会に出席したり、クラブにおけ
る色々な委員会活動を通して奉仕というものを学
び、そこで得たものを自分の職業を通して地域社
会のために役立てる、必要に応じてクラブとして
団体奉仕を行う場合もありますが、あくまでも一
つの目標に向かって一人一人が納得して行う、そ
れぞれの個人奉仕の集まりとしての団体奉仕が大
切です。個人個人が確固たる自主性と個別の目標
を持ちながら、結果として一緒に活動することが
大切だと思います。

先週の土曜日には堺フェニックスRC勉強会にも
なっておりました、『源流の会in福岡』に参加さ
せて頂きました。内容に関してはこの後、仲峯研
修リーダーからご報告があると思いますので割愛
させて頂きますが、移動の飛行機の中で堺で刃物
に関わる仕事をされている外国人の方のストーリ
ーが放映されていました。

特に心に残ったのが、『物を大切にする』と言
うことについてのお話でした。皆さんは物を大切
にすると言うのはどう言うことだと思いますか？
その方は大切にすると言う事は、大切にしまって
おく事ではなく、大切に使い続ける事だと仰って
いました。『Ｉ serve』の精神も大切にしまって
おくのではなく、普段から大切に使い続けて頂き
たいと思います。

９月ロータリーレート １０６円
１０月度理事会開催のお知らせ
１０月２日１７：３０～２Ｆリセスにおきま
して理事会を開催したいと思います。理事役
員の皆様はお集まりください。

１０月２日新入会員歓迎会は別の日に行いた
いと思います。勉強会のへご参加ください。
クラブ例会変更のお知らせ
１０月９日の例会は
１０月１１日土曜日 １８：００～
秋の家族例会といたしましてピッコロカプリ
ーチョを予定しております。ご家族の皆様お
誘いあわせの上ご参加ください。
１０月２３日の例会⇒
１０月２６日地区大会に変更となります。

2014年9月25日（木）例会の記録（第826回）

先日、初芝立命館高等学校の高橋校長を訪問しご
挨拶させて頂きました。初芝立命館高校では独自
ルートを使い海外から留学生を常に招聘している
とのことでした。
学生には常に留学生と関わることで、自分の価値
観に囚われないで柔軟な思考を持って欲しいと仰
っておられました。
ロータリーの活動にもご理解頂き、今後も協力し
て共に学生を育てていって欲しいとのお言葉を頂
きました。
本日お越し頂いています北中パストガバナーは新
世代奉仕、特に青少年交換に力を入れてこられま
した。当クラブでは上田会員がこれまでも留学生
の受け入れに対し特にご協力頂いています。

前にもお話しましたが、今月は新世代奉仕月間で
す。皆様も今一度新世代奉仕について目を向けて
頂きたいと思います。よろしくお願いします。

本日のお客様
国際ロータリー第２６４０地区
パストガバナー 大阪狭山RC 北中 登一様



皆様こんばんは、研修リーダーよりご報告さ
せて頂きます。
9月度の勉強会は先日20日に福岡で行われた
源流の会に参加させて頂きました。
今回堺フェニックスRCとして7名が参加され
ました。米田PDG、中井直前会長、中井会長
、内籐幹事、松田会員と仲峯2名の参加とな
りました。
参加された会員の方々に対し、遠方の所本当
にご苦労様でした。福岡での源流の会大変有
意義な会合でした。場所は博多のソラリア西
鉄ホテルで行われました。
参加数が約100名近く参加され、参加クラブ
の中で参加数の多かったのは東京恵比須RCの
8名でしたが、それに継ぐ我がクラブは7名の
参加で、全国で2番目の参加数でした。
その中で特に輝いておられたのが、東京恵比
須RCの女優の司 葉子様でした、そして同じ
く輝いていたのが我がクラブの米田眞理子Ｐ
ＤＧです。
最後の職業奉仕と社会奉仕に付いての質疑応
答の中で米田PDGが司会者より社会奉仕に大
変貢献されている米田先生に一言お話をとい
う事で指名されました。
特に東北の震災の時に何を置いても最初にロ
ータリアンとして駆け付けられた事を例に引
かれ、ユーモアたっぷりにお答えされていま
した。

内容として廣畑先生の講義があり伝統的な磁
器の柿右衛門の作品に付いてのお話しのあと
、いよいよ 源流の会の田中会長よりお話し
が有りました。田中先生のロータリーに対す
るお話は的確で明快なお話でした。大変理解
が出来ました。
ロータリーの哲学はシェルドンによって言わ
れた「最も良く奉仕する者 最も多く報いら
れる」（He Profits Most Who Serves Best
）この言葉がロータリアンたる精神だと思い
ます。わたくしを捨てて他の人の為に奉仕す
るつまり超我の奉仕です。
私達ロータリアンは決してこの精神を忘れる
ことなく活動をしていかなければならないと
思います。

私達堺フェニックスRCの参加メンバーで源流
の会終了のあと、皆さんで博多の街を散策し
、中州の屋台ラーメンを食べて帰ってまいり
ました。大変おいしかったです。
私的にこのラーメンを名付けて「源流ラーメ
ン」と付けたいと思います。
以上ありがとうございました。

次回勉強会は１０月２日へ変更いたします。
例会後１９：４５～「崇」にて米山記念奨学
委員長を迎えて、行いたいと思います。３年
未満の会員様は奮ってご参加ください！！



「習うより慣れろ」という言葉があります。
臨床医が手術するに当たり、一生懸命解剖書
を読んで、どこに血管があり、神経がありす
べてを頭にたたき込んで、本番に望む、結果
として、自信喪失、全然手術が出来ず
ロータリーとは、行動の哲学と言われる。幾
ら良いアイディアでも、それを生かす為には
、行動しなければならない。人に感動を与え
る奉仕でなければならない。それは奉仕する
人、奉仕される人、奉仕そのものが「good」
，良くなくてはならない。

実際に経験する事の大切さを説く

奉仕するとき、奉仕に心あり、奉仕熟する時
、奉仕を知らず、知らずして（＝意識せず）
奉仕が出来れば、本当のrotarianである。
ロータリークラブに入会させて戴いて直ぐに
、青少年交換委員として、先輩諸氏の獅子奮
迅の活躍振りを目の当たりにした。走り回る
事（＝行動する事）が、ロータリアンの基本
理念であると、開眼

学生のお世話をするに当たり、当初は試行
錯誤ばかり、「面倒を見る、お世話をする」
という考えであった。

インドから中学生、６名を受け入れた時、
再び開眼、やんちゃで手に負えず、世話に苦
慮していた。そんなおり、貴クラブの小西会
員が、このやんちゃな子供の一人を肩車して
、あたかも自分の子供のように、面倒を見て
おられた。受入学生を、他人としてはではな
く、自分の子供として面倒を見る事の大切さ
を教えられた。

「人間は皆兄弟だ」というスローガンがある
。万物一体観は人間だけに止まらず、この世
の中においてありとあらゆるものはすべて兄
弟、皆ひとつだ、という考えです。ラフカデ
ィオ・ハーンや徳島に長く滞在したポルトガ

ル人の モラエス も、同じ説です。日

本人は万物一体感を強く持っています。一例

をあげると、日本人は何にでも“ お ”
をつける。茶碗や皿にも“ お ”をつけ
てお茶碗、お皿という。
太陽や月などになるとさらに尊敬してお日様
、お月様、お星様と言い、童謡にも「お月様
いくつ、十三、七つ・・・・」と月に歳さえ
尋ねる、そういう敬虔と親しみを兼ねた万物
一体観を持っている。

学生の信頼を得るには、何が大事か。

信頼を得るには、愛情と理解が必要であ

る事はいうまでもない。
赤ん坊を育てる母親の、何の損得もない、言
わば仏様にも似た、ただひたすらわが子の成
長を願って愛情を降り注ぐあの姿。

爾来、学生を留学生としてではなく、世界の
国から久しぶりに帰宅した息子、娘と考える
ようになる。親子の関係は、どうか。決して
親の理想どおりに行かない。
しかしながら、親は子供を捨てる訳にはいか
ないし、かつ親がいとおしく思う子供は、品
行方正の子供ではなくて、どちらかというと
、無茶をする、言うことを聞かない、そんな
ことで、交換学生に理想を求めても、それは
無理である事が良く分かる。



今まで短期・長期の留学生、併せて50人以上
の面倒を見て来たが、振り返り、面倒を見て
あげて良かったと思う、同時に世界中に自分
の子供たちが夫れ夫れの地域で頑張っている
と思えば、これ程嬉しいことはない。宝物に
なっている。

学生達から宗教の勉強をさせていただいた。
改めて振り返ると、広大な地域を牛や馬、羊
などを追いながらの遊牧ないしは、牧畜の民
族は多く一神教が生まれる。そして農業民族
からは多神教が生まれる。遊牧民族は唯一神

しか認めない為に不寛容、非妥協の傾向

が強くなり多神教を奉ずる農業民族は異なっ

た信仰や宗教に対して寛容であるとすれば

、幾らロータリーが平和、平和と叫んでも、
農業民族である日本、韓国や中国では可能性
はあるが、ユダヤ教を初めとする一神教徒で
は、永久に争い事はあっても、妥協点を見い
だせない、従って永久に平和なんてあり得な
いのではないかとの結論に達するのである。

そんな流れの中で、この夏イギリスの委員
長と短期交換の交渉を行った際、貴重な体験
をした。彼らには“YES”か“NO”しかない
のである。曖昧模糊とした答えが通用しない
事がわかる。彼は私にいつまで待てばよいの
か聞いてきたので、wait for a moment と答
えたのである。すると、彼は、すぐ、反論し
て来た。一週間か10日かはっきり答えろ、
wait for a momentではわからんとの事でし
た。久方ぶりの議論となったわけですが、彼
は同僚の委員長に、toichi is spitting the 
feathers と e-mail を送っているのを見
て苦笑せざるを得ませんでした。

会長 中井 崇嗣 会員
北中パストガバナー本日は、卓話をお引き受け頂
きましてありがとうございます。楽しみにしてお
りますのでよろしくお願い致します。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんにちは、北中パストガバナーようこそお越し
くださいました。ありがとうございます。

副会長 小野 晃範 会員
北中パストガバナーようこそお越し下さいました
。本日は卓話を楽しみにしております。

上好 まゆみ 会員
今回は演友会の座長大会で梅沢菊太郎座長に100
万円御祝儀つける人みてきました。楽しかったで
す。

河野 強 会員
たて続きに例会欠席失礼しました。地域活性の少
しでも役に立ちたい思いでフットサル大会を１１
月開催する予定です。初めて主催する事なので緊
張しています。

ＳＡＡ 上田 俊夫 会員
北中先生本日は卓話楽しみにしています。

ニコニコ報告

国際ロータリー
第２６４０地区 地区大会

１０月２５日（土）
スターゲートホテル関西エアポート
●本会議 受付13：30～ 14：00開会
●ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 受付17：30～
登録料 ２０，０００円（家族１５，０００）

１０月２６日（日）例会変更
河内長野市立文化会館（ラブリーホール）
●本会議 9：00～ 10：00 開演



欠席報告

出席報告

在籍者 ３１名 出席者 16 名

出席計算会員２８名 欠席者 11 名

出席免除会員 ５名
（田中会員・片木会員・猿田会員
小林会員・山田会員）

免除出席者 1名
（片木会員）

先々週修正出席率
９月４日 92.86％

出席率
５９．２６ ％

メイクアップ報告

犬伏 幸代会員 9/19 交通安全駅頭キャンペーン

片岡富美子会員 9/19 交通安全駅頭キャンペーン

金谷 昌信会員 9/19 交通安全駅頭キャンペーン

京谷 知明会員 9/19 交通安全駅頭キャンペーン

9/19 ロータリーの友委員会

猿田 慎男会員 9/19 交通安全駅頭キャンペーン

内藤絵梨奈会員 9/20 源流の会 セミナー

9/19 交通安全駅頭キャンペーン

中井 昭宏会員 9/20 源流の会 セミナー

9/21 RLI日本支部

ファシリテーター研修会

9/23 RID2640 IACﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

9/23 RID2640 IAC委員顧問会議

中井 崇嗣会員 9/20 源流の会 セミナー

9/19 交通安全駅頭キャンペーン

仲峯 豊会員 9/20 源流の会 セミナー

9/19 交通安全駅頭キャンペーン

仲峯 由美会員 9/20 源流の会 セミナー

松田 香純会員 9/20 源流の会 セミナー

9/21 RLI日本支部

ファシリテーター研修会

宮前美穂子会員 9/19 交通安全駅頭キャンペーン

村尾 利一会員 9/23 RID2640 IACﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ

9/19 交通安全駅頭キャンペーン

吉住 哲洋会員 9/22 東京米山REC2750

米田眞理子会員 9/20 源流の会 セミナー

9/21 RLI日本支部

ファシリテーター研修会

金谷 昌信会員 仕事の為

酒井 誠会員 仕事の為

田辺 弘樹会員

中井 昭宏会員 仕事の為

中田 聡会員 仕事の為

中野 一郎会員 仕事の為

仲峯 由美会員 仕事の為

松田 香純会員 仕事の為

松本美和子会員 体調不良の為

吉住 哲洋会員 仕事の為

米田眞理子会員 仕事の為


