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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1614回〉 2018年12月4日（火） 本年度第18回 12月11日（火）

担当：巽会員

（２ページへ続く）

疾病予防と治療期間

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⑬
                                           　　経営の神様・松下幸之助

日本経済の発展に尽くした著名な経営者のなかには、二宮
尊徳の影響を受けた人物が少なからずいると言われていま
す。本日は、その一人、松下幸之助を取り上げたいと思いま
す。松下は、表現の仕方こそ異なりますが、尊徳の教えと同
じことを度々言っていて、商売と道徳についても次のように
述べています。「商売というものは、利益を抜きにしては考
えられない。しかし利益を得ること自体が商売の目的ではな
いと思う。やはり大事なことは暮らしを高めるために世間が
求めている物を心をこめてつくり、精一杯のサービスをもっ
て、提供してゆくこと、つまり社会に奉仕してゆくことでは
ないだろうか。今の人々が忘れている大切な物に道義や道徳
があります。商売の道にしても今は道義に欠ける一面がある
ように思われるのです。道徳は、人間の尊厳とその正しい生
き方を教えるものです。人間生活の基礎であり根本です。道

かずお

担当：田中（信）会員

徳なくして、人間が人間らしく生きることは非常に難し
い。自分の利益のみ、物欲のみ、本能のみに生きていると
いう自分本位の姿では、これは動物と同じである。人間が
単に知識のある動物に成り下がってはいけないと思う。場
合によっては自らの欲望を節してでも、他の為に働く、そ
こに人間としての値打ちがある。」と。この主張には、尊
徳が説く、道徳経済一元論、至誠、売って喜び買って喜
ぶ、自分本位に走る人間は鳥獣と同じだとする教えと共通
するものがあると思います。一方、松下は、尊徳が弟子た
ちにしたとされる逸話を取り上げ、自分と重ねて持論を展
開しています。その逸話とは、地方から江戸へ出て来た二
人の若者が、江戸に水売りという商売があるのを知り、二
人のうち一人は、江戸では水まで買わないと生活できない
のかと悲観してしまい、故郷に帰ってしまいました。しか
し、もう一人は、江戸では水を売っても商売になるのかと
喜んで江戸に残ったというものです。これについて松下は
次のように述べています。「一杯の水を売っているという
事実は一つですが、その見方はいろいろあり、悲観的に見
ますと、心がしぼみ絶望へと通じてしまいます。しかし、
楽観的に見るなら、心が躍動し、さまざまな知恵や才覚が

これからの大地震対策
講師：大阪大学名誉教授　鈴木計夫 氏

トレファーム　農業の未来を変える「砂栽培農業施設」
講師：東レ建設㈱  関西設計課長兼トレファーム
事業推進課長　小倉　久弥 氏



（１ページより）

￥25，０００.-　　　　累計　￥430，０００.-

田 中 会 員 ２０日のカイツブリ会、楽しませてもらいま
した。スコアーはガタガタでしたが、並び賞
をいただきありがとうございました。吉羽部
長に感謝。

覚 野 会 員 カイツブリ会参加しました。吉羽さんお世話
になりました。

木 村 会 員 今年も残り１か月となりました。私は余り良
い年ではなかったです。来年はもう少し復活
したいと思っております。

水 間 会 員 なんか結構長く欠席していたようで、皆様お
久し振りでございます。小生のこと、お忘れ
なきようにお願いいたします。

小 山 会 員 ２回目の大阪万博開催が決定したことは、
東京一極集中を是正する上では望ましいこ
とと考えますが、大阪にはカジノは不要で
す。万博にＩＲのカジノがセットになるなら
ば、あまり喜べません。

11月27日（火） クラブフォーラム特別事業部門
第３回出席強化イベント例会

12月04日（火） 年次総会・次年度第１回理事会・現年度理
事会

11月30日（金） 第３回炉辺会合
ロースト中之島午後6時30分より

幹事：源 壽美子幹事報告

＜アーモンドの森PJ植樹式に向けた報告事項＞
１．実施日
平成31年2月17日（日）午後2時より（雨天順延 2月24日

（日）午後2時より）
２．大阪鶴見RCの実行委員会メンバー

わいてくる、ということを尊徳翁はいいたかったのでしょう。
ぼくもその通りだと思います。大阪に奉公に出てきてから今日
まで、意識的にも無意識的にも、水売りの姿を見て江戸に残
った若者のように、ものごとを積極的に明るく見てきた」と回
顧しています。これは、尊徳の何事にも積極的な姿勢、ポジテ
ィブな発想に共鳴しているのだと思います。明治以降の実業
家にとって、武士道をはじめとする江戸時代からの価値観と
明治維新後に新しく入ってきた欧米の資本主義をどう融和さ
せ、人々の理解を得られるかは結構難しいテーマだったので
はないかと思います。その意味において、尊徳の道徳経済一
元論は、経済活動をポジティブに捉え、産業の近代化を推進
する精神的拠り所となったのではないかと私は想像します。

11月19日（月）U50の会第4回がハービス大阪オービカモ
ッツアレラバーにて開催されました。
今後の大阪鶴見ロータリークラブの実施事業の在り方に

ついて各メンバーから想いのこもった率直な提案・意見が相
次ぎ、有意義な場となりました。多少飲み過ぎましたが。
第4回での議論は、会員になりたいという誘因となる活動

はどういうものだろうか、ロータリークラブが他の奉仕団体と
違うのはどういうところか、他のクラブと比べて大阪鶴見ロー
タリーの特徴は何なのか、という視点で意見を交わしました。
方向性として結論付けられたのは、「国際性」でした。新規の
国際性のある事業を検討する、現状の国際性ある事業を深
堀する・拡大する、そのような流れで第4回はお開きとなりま
した。ワインにチーズに、、美味しかったです♪

ロータリー財団月間最終週あたり、現在までにご寄附して
頂けていない方が11名おられています。
 ご協力の程宜しくお願い致します。

本日、12/7、/8開催の地区大会の名札をお配りしておりま
す。当日ご持参していただきますようお願いいたします。

委員長：田中信明Ｒ財団委員会報告

津野友邦Ｕ50進捗状況報告

須田

小山、源、山崎、吉羽

12/2　大見、　12/16　鳥居、　12/22　山本（隆）

誕生日

事業所創立日

ホームクラブ10回連続賞
【29年】清水 【2年】吉羽
在籍年数

今月の表彰とお祝い

クラブフォーラム　特別事業部門
創立35周年実行委員会報告

35周年実行副委員長　津野友邦



委員長

副委員長

山﨑修一

津野友邦

副委員長 山本隆一

副委員長 大草修

副委員長 中村浩一

委　員 清水正憲

委　員 発剛士

総括

アーモンド
植樹記念
事業担当

その他社会
奉仕関連
担当

青少年関連

広報　総務

今年度
方針担当

次年度
方針担当

前特別事業長期
計画担当理事

前社会奉仕担当
理事

会長
（2018-2019年度）

会長エレクト

現社会奉仕担当
理事

青少年奉仕担当
理事
国際奉仕担当
理事

委　員 源壽美子

委　員 笹野貴志

委　員

顧　問

須田幸史朗

田中信明

記録　会計

記録　会計

広報　総務

幹事
（2018-2019年度）

副幹事

長期計画委員
（U 50）
ロータリー財団
委員長

顧　問 秀島博規 直前会長、
長期計画委員長

３．記念碑
現状の記念ボードの下に取り付け。
取り付けは「ロータリークラブ」で行う。別紙参照

４．苗木確保　　パークセンター経由、確保済み
５．植樹位置　確認済み
６．各幼稚園・保育園の声掛けする範囲
・全ての幼稚園・保育園（各園年長さんを中心に5名程
度）→担当は鶴見区役所12月上旬頃確定。
　・今後の課題として園名の入ったプレートが残らない

→全園名の入ったプレート作成など要検討。
なお今回は新規の園の４プレートのみ作成する。

７．ブラスバンド及び運搬トラック
茨田中学校に運送業者を選定してもらいロータリークラ

ブが費用負担。直接請求書を事務局へ。3曲20分演奏！
８．幼稚園・保育園へのお土産、ブラスバンドへのお土産　
→　ロータリークラブで準備する
９．当日の来賓対象
公園事務所・・・永井建設局長、合田公園緑化部長、馬渡

所長
鶴見区役所・・・河村区長　奥本課長　後藤係長
パークセンター・・・筒井センター長　谷口課長　ご担当

の西田課長　白石主任
RC・・・財団委員長、ガバナー又はエレクト、ガバナー補佐

　（なお、クラブメンバーは３０名程度）

10．感謝状（大阪鶴見ロータリークラブ宛）
寄付は公園緑化部共同担当、建設局に寄付することにな

る（感謝状挨拶は建設局長より）
当日までに間に合うように手配する準備手続きは、一か月

前までに寄付届出書・苗木領収書
11．植樹セットの確保
　バケツ（１６）、ひしゃく（３６）、スコップ（６）、軍手

（RC）、来賓手袋（RC）
12．椅子、テーブル、テント等（Pはパークセンター準備）
パイプ椅子（８０P）、ハンドマイク（１P）、テーブル（３P）

　湯茶等（RC）、テント（P）
自転車置き場の仕切り準備（カラーコーン等　P）

13．記念写真手配　RC
14．マスコミ
・市建設局HP報道発表　→　投げ込み含め予定済み
・ローカル通信？　　各方面に必要に応じて整理
15．配置図の作成
各園のアーモンドの樹、セレモニー用の樹　などの配置
図　→RC　植付け前に打合せ（テント位置、ブラスバン
ド場所確認）
16．各園の参加者への案内文書
日時、集合時間・場所、雨天対応、連絡方法　→　区役所

のご担当者様により手配
１７．次回打合せ　1月15日14時～パークセンター

◎植樹式への家族以外の友人知人の参加可否について
→　特に異論なし。正式には理事会で決定する。

◎クリスマス家族会への家族以外の出席について
→　会員増強の意味合いもあり問題ないのではないか。会
費は参加者負担又はクラブメンバー負担
が良い。家族会であるので都度出席可否は理事会に諮るべ
き。
正式には理事会で決定する。

◎ガバナー訪問の際に会員種類に関する柔軟性について話
が挙がったので、今後の議論・検討する方向性にある旨、会
長より報告があった。

11月27日【1613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  4名

出 席 率 20/28   71.43%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 1名

出席総数　　　　 21名

前々回  11/6  Ｍ/Ｕ 0名

修正出席率 80.00%

担当：吉羽会員




