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インスピレーションになろう

PRESIDENT INFORMATION
ౖᶋஉଢ଼கர୫ 会長：山本隆一

事務所：〒534-0026 大阪市都島区網嶋町9番１０号　太閤園内
電話：06-6357-8171 ファックス：06-6357-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：太閤園
会長：山本隆一／幹事：源壽美子／SAA：山崎修一
電子メール；rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：http://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ「もっとエモーショナルなクラブへ」

（２ページへ続く）

君が代・四つのテスト

〈第1607回〉 2018年10月2日（火） 本年度第11回 10月9日（火）

担当：高木会員担当：西野会員

外であろう。みな一株ずつ植えて、一株ずつ刈るの
だ。その田から実った米粒一升（1.5kg）の数は六万
四千八百余ある。この米を白米にするときは、一臼の
杵の数は千五、六百以上である。その手数は大変なも
のではないか。小さい事を勤めなくてはならない事が
よくわかるではないか。」また、人間の歩行に例え、
どんなに遠い所であっても、そこへ行くには必ず一歩
から始まり、両足を互い違いに動かす以外に方法はな
い。人類史上、二歩ずつ一度に歩いた者はいない。一
歩ずつ進んで行きさえすれば、どんなに遠い所でも必
ず行き着くことができるとして、小を積んで大を為す
ことの意義を教えています。積小為大に対する私の解
釈は、そもそも、大きな成功なんて最初から存在しな
い。「小さなことからコツコツと」を怠らず、根気よ
く続ければ、やがて「継続は力なり」に繋がり、その
積み重ねの結果として、大きな富や、この上ない幸福
がもたらされるというものです。そして、間違っても
一攫千金なんて考えるなと戒めているのだと思いま

（２ページへ続く）

経済と地域社会の発展月間/米山月間

二宮尊徳が実践した、
　　報徳を以ってロータリーを理解する⑦　積小為大

積小為大とは、「小を積んで大を為す」という報徳
理念の一つであり、大きな事とは、小さな事の積み重
ねで達成される。だから、小さな事の実行が極めて重
要であるという教えです。二宮尊徳は、人の常とし
て、大きな事をやろうとして、小さな事を怠り、出来
ない、出来ないと嘆くだけで自分にできることを実行
しない。だから、大きな事が出来ないのだと言ってい
ます。そして、小を積んで大を為すことの重要性を次
のように解説しています。「世間の人は、とかく小さ
い事を嫌がって大きな事をしたがるが、本来、大は小
が積もったものだ。だから小を積んで大をなすより他
に方法はないのだ。国中の水田は広大無辺で数限りも
ない。しかし、その田地はみな一鍬ずつ耕し、一株ず
つ植え、一株ずつ刈り取るのだ。田一反（約300坪）を
耕す鍬の数は三万以上だ。その稲の株数は一万五千内

私の旅行業の近況
講師：谷康平 氏
平成最後の夏　地震/台風　そして次は？

せきしょういだい



（１ページより）

￥53，０００.-　　　　累計　￥251，０００.-

￥６，０００.-　　　　累計　￥３０，０００.-

清 水 会 員 先週の国際交流のつどいへのご協力あり
がとうございました。

中 村 会 員 9/9 区民まつりは残念ながら中止になり
ましたが、国際交流のつどいは実施されま
した。区民まつりの準備をしていただいた
実行委員の皆様有難うございました。国
際交流のつどいに参加頂いた皆様、お疲
れさまでした。高木会員、巽会員、ご協力
に感謝。

山本(隆)会員 国際交流のつどいでは皆様有難うござい
ました。

源 会 員 国際交流のつどいお疲れさまでした。本
日、娘がアメリカより帰国し報告に伺って
います。素晴らしい機会を与えていただき
ありがとうございました。

津 野 会 員 国際交流のつどい、お疲れさまでした。あ
りがとうございました。本日、早退いたしま
す。お詫び。

山 崎 会 員 国際交流のつどい、大変楽しかったです。
社会奉仕中村委員長、青少年清水委員長
ありがとうございました。

佐 藤 会 員 先週の台風の前日に、６番目の孫が誕
生しました。我々夫婦の子供３人にそれ
ぞれ二人の子が授かり、かろうじて「少
子化」に歯止めをかけています。

秀 島 会 員 国際交流のつどい、素晴らしかったです
ね。岩崎さん、ようこそ。

田 中 会 員 国際交流のつどい、お疲れさまでした。

小 山 会 員 ８/２９例会欠席のお詫び。8/24初期胃
がんの内視鏡施術で欠席しました。切除
部位の病理検査でがんが取り切れたとの
ことであり、ほっとしています。毎年胃、腸、
肝臓、前立腺、肺の検診を受けていたお
陰で、大事に至らず幸いです。皆様も毎年
検診を受けられるようお勧めします。

山本(良)会員 国際交流のつどい、欠席のお詫び。

＜９月は基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間です。＞

9月20日ご逝去されました。
ここに哀悼の意を表し謹んでお知らせ申し上げます。

＊１０/９日（火）は丹羽ガバナー補佐を迎えての第２
回クラブアッセンブリーを行います。
　各委員長様にはご出席の上、発表のご準備を宜しく
お願いいたします。
　やむを得ず欠席される場合は、代理出席していただ
けるようにお手配の程お願いいたします。

9月22日（土） 第４回さつまいもＰＪ
8月25日（火） 休会

9月18日（火） 理事会　サファイアルーム
コーラス同好会練習日

幹事：源 壽美子幹事報告

2018～2019年度クラブ社会奉仕委員長会議が開催
されました。
9月8日(土)AM10:00～12:00　大阪府社会福祉会館
この度の北海道地震への寄付については地区からは
お願いしないので実施は各クラブで検討してくださ
い。また、各クラブとも地域のニーズに合った社会奉
仕活動を実施していただきたい。

部長：中村浩一社会奉仕委員会報告

尾﨑、武市

水間、中村、須田、巽

10/3 木村、10/16 西野、10/25 浮舟

10/1 田中

誕生日

結婚記念日

事業所創立日

ホームクラブ10回連続賞

今月の表彰とお祝い

す。私は、積小為大の概念は、私生活に於いても、ビ
ジネスに於いても、ロータリーに於いても実践すべき
ものだと思っています。ロータリーも一回一回の例会
の積み重ねで成り立っており、個々の活動の内実の積
み重ねがクラブの質を決めるのだと思います。一回一
回の例会、この基本を疎かにするクラブに、果たして
本当の奉仕ができるのか。親睦を保つことができるの
か。真っ当な会員増強ができるのか。むしろ、人心の
離反を招くのではないか。私が「例会第一」をポリシ
ーとする理由は、まさに、この点にあります。

第２６６０地区訃報のお知らせ



卓  話

9月18日【1606回】

会員数　 　 　 　 34名

（内出席規定免除   9名）

出席会員   24名中  16名

出席免除会員  10名中  6名

出 席 率 22/30   73.33%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 1名

出席総数　　　　 23名

前々回  9/9  Ｍ/Ｕ 0名

修正出席率 台風により中止

担当：菊井会員

青少年交換学生
岩崎朝稀さん帰国報告

弁護士の数は、２００８年以降、それまでにないハイ
ペースで増えて、現在約４万人となっています。これは、
今世紀に入ってからの司法制度改革により、司法試験
の合格者を一気に増やしたためで、２０００年に１万
７０００人強であったのと比較すると、１８年間で倍
以上になっています。

  しかし、その割には、民事訴訟事件は増えていないの
で、これまで弁護士の仕事の中核を占めていた分野で
弁護士１人当たりの仕事は減っていることになります。

　その分、弁護士は、訴訟以外の分野に活路を求めて
行っているというのが実情ですが、中でも、企業内弁護
士の増加には、目を見張るものがあります。これまでの
弁護士とは違った業務のあり方なので、 今後の行方が
注目されるところです。

　人口が減っている中での弁護士の増員は、無謀なよ
うにも思いますが、政府としては、当面は、司法試験の
合格者数を減らす気はないようです。隣接職種や医師、
歯科医師等の専門職では、需要に応じて試験の合格者
数を調整しているようにも思えるのとは、いささか方針
が異なるようにも見えます。

担当：清水会員

 弁護士職の現況

　岩崎朝稀です。
昨年の8月から
約1年間アメリカ
のニューヨーク州
のイサカと言う街
に行って来まし
た。カナダよりの
ところにありすごく田舎で自然豊かな場所でした。冬に
は大量の雪が積もるなど今までの環境と大きく違いま
した。
始めの3ヶ月ほどは英語が聞き取ることも話すことも
全然ですごく大変でしたが友達やホストファミリーのお
かげで少しづつ喋れるようになりコミュニケーションも
取れるようになりました。スポーツが得意だったので色
んな部活に挑戦し、そのおかげで他の学年や他の学校
にも友達ができました。
本場のハロウィンやクリスマス、イースターなどの行
事も体験できました。日本とは少し違ったりもしたので
面白かったです。
最後の1ヶ月は他の留学生の子たちとアメリカの外
側を1周しました。1ヶ月間バスの旅だったのですごく
疲れましたが沢山の場所を巡れたので良かったです。
この1年間沢山の方の支えがあり本当に良い経験が
できました。ロータリアンの方々には感謝の気持ちでい
っぱいです。ありがとうございました。今後はROTEXと
して活動していくので今後ともよろしくお願い致します。

　＊9月９日開催予定の鶴見区民まつりは台風21号
の影響で中止となる。
9/22(土)さつまいも つる返し　除草作業　参加要請
集合 １３：００  作業開始 13:30

1. ローターアクト代表より第１回地区献血報告
2. 地区補助金臨時プロジェクトについて
宮里地区代表幹事
台風21号災害に対する支援 １プロジェクト20万円
以内 　但し現金寄付は不可　申請は9月10日より

3. 講演「誰もが、何度でもやり直せる社会を目指して」
講師 認定NPO法人Hemedoor　理事長 川口加奈

4. 薬物乱用の現状について　大阪府健康医療部薬務
課　統括主査　砂川奈芳子　「ダメ、ゼッタイ。」
国連支援募金協力の要請




