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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）

我らの生業 花

〈第1627回〉 2019年4月9日（火） 本年度第31回 4月16日（火）

担当：山本（良）会員

（２ページへ続く）

母子の健康月間

担当：吉羽会員

未定新ビジネスに挑戦している件

前回、ロータリーの重要な目的の一つは、自分の知ら
ないこと、わからないことを他人から学ぶことであるとい
うこと。会員同士がお互いに学び合うことがロータリー
の肝であり、こうした会員同士の学び合いこそが奉仕の
スタートラインであるという深川純一パストガバナーの
お話をご紹介しました。今回は、ロータリーの学び合い
とは、何のためにあり、どんな姿勢で臨むべきものなの
かをみていきたいと思います。ロータリーが創立以来、
大切にしてきた機能として、様々な職種の経営者に、職
業のあるべき姿について多種多様な価値観に基づく意
見を持ち寄ってもらう。そして、質の高い意見交換の場、
学びの場に繋げるというものがあります。仕事に精を出
し、試行錯誤を繰り返しながら、小さな創意工夫を積み
重ねていくと、やがて大きなノウハウの塊となります。多
大な時間とエネルギーをかけて培われた、貴重な経営

学び合うことの意義と心得について

ノウハウ、貴重な体験談を皆で持ち寄って情報交換
をする。そこで学んだことを自分の経営に取り入れれ
ば、自分の能力以上に会社を発展させることができ
るかもしれません。自分が時間をかけて試行錯誤す
ることなく、成功ノウハウを無料で聞ける場は、とても
得難い、恵まれた環境だと思います。これは職業人集
団であるロータリーならではの機能だと思います。ロ
ータリーのように道徳と職業の両面を追求するとい
う、異業種交流の場が、果たして世の中にどれ程ある
のかと考えると、この学びの場は、レベルも希少性も
高いものがあると思います。深川パストガバナーは、
自分の職業は自分のためだけでなく、世のため、人の
ために営んでいるという自覚を持てと教えておられ
ます。そのためには、自分の職業を天職と思えと仰っ
ています。つまり、自分の職業を自分に最も相応しい
職業であると心底思い、天から授かった職業として
精進せよということです。自分の職業に自信と誇りを
持つことは、世の中のためだけでなく、自分自身にも
幸せな職業人生をもたらすのだと思います。私は、



（１ページより）

￥83，０００.-　　　　累計　￥817,０００.-

￥5，０００.-　　　　累計　￥222，０００.-

田 中 ( 信 ) 会 員 改元名「令和」素晴らしい元号とお祝
い致します。この意（こころ）を大切に
していきたいと思います。

小 山 会 員 新元号「令和」の時代が日本国にとっ
ても、我々一人ひとりにとっても平和
で反映するよい時代になることを願い
ます。

秀 島 会 員 令和！万歳！！（万葉の香り）ですね。

吉 羽 会 員 令和おめでとうございます。

水 間 会 員 令和、意味は分かりませんが、いい年
号ですね。5月から水間法律事務所を
令和法律事務所に改名しようと考えて
います。事務所創立記念日、割れんば
かりの拍手有難うございました。

佐 藤 会 員 今月でｻﾄｳ歯科開設50周年を迎えます。
「令和」にかわる記念すべき年に、当院
が新世代に受け継いでいることに無上
の喜びとするものであります。

発 会 員 山崎様に完敗！！
濃 添 会 員 4月1日、例年以上に新入社員が目に

つきます。
清 水 会 員 結婚記念、事務所創立記念　自祝。ど

ちらも4月8日です。
笛 吹 会 員 先週は風邪で欠席しました。咳も出な

くなり回復しました。先月は結婚祝い
の花を贈っていただきありがとうござ
いました。

木 村 会 員 先週の例会欠席のお詫び。申し訳あり
ません。

山本（良）会員 先週欠席のお詫び。

4月2日【1626回】

会員数　 　 　 　 32名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   20名中  13名

出席免除会員  12名中  8名

出 席 率 21/28  75.00%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 21名

前々回  3/12  Ｍ/Ｕ 2名

修正出席率 76.67%

04月02日（火） 現・次年度理事会　サファイアルーム

03月13日（土） 次年度のための地区協議会
12：30　開会　大阪国際会議場　５Ｆ

03月18日（木） 門真ＲＣ創立50周年記念式典

03月23日（火） コーラス同好会練習日
03月30日（火） 休会

幹事：源 壽美子幹事報告

2月17日皆さんの大変な努力と協力を頂き財団地区
補助金プロジェクト「鶴見 緑地にアーモンドの森をつく
ろう」を当ロータリークラブ 35周年記念事業として実
施致しました。地区への最終報告を事務局樋口さんの
協力を得て無事終 了致しました事をご報告申し上げま
す。 皆さん本当にありがとうございました。 尚、引続き
御寄附の方もあわせてお願い致します。

＊フレッシュロータリアン研修交流会について
　5月22日（水）18時より　太閤園
入会5年以内の対象会員は出席義務と理事会にて決議
されました。

＜4月は母子の健康月間です。＞

ロータリーを武道に例えると、例会は道場であり、例会
で学び合うことは、技や武道の精神を学ぶ場、稽古と
考えることができると思います。ロータリーのアイデン
ティティとは何かと考えた時、こうして武道の修行の世
界に例えることも一考だと思います。但し、ここまでの
話は、あくまでハードウェアの話であり、実際に何を学
ぶのか、どんな修行をするのか、具体的テーマは決し
て与えられるものではありません。自主的に学ぶ気が
なければ何も学べないという現実もあると思います。
でも、それはロータリーに限らず、全ての学びの場に
いえることだと思います。

委員長：田中信明Ｒ財団委員会報告

2019年3月29日(金)撮影



担当：佐藤会員

ロータリー世界大会あれこれ
佐藤　俊一

１９０５年、ロータリークラブがシカゴで創立され５
年後にはすでに国際大会が毎年開催されて今年のハン
ブルグでの大会は１１０回目となる。
（興味ある方は和歌山RCのホームページをみていた
だくと開催地一覧表がみられる）
過去の開催地をみると半分以上はアメリカ国内であ

る。日本では１９６１年、１９７８年に東京、そして２
００４年（１５年前）には大阪で開催されている。古い
会員はご記憶のこととおもうが、開会式の会場の大阪
ドームが参加者でびっしりと埋め尽くす様はまさに圧巻
であった。公式の登録者は４５、５９５人でこの記録は
過去最大で、いまだ破られておらず、また財政的にも黒
字でおわりRI本部に多大の貢献をしたようである。
大阪大会では緒方貞子さんがゲストスピーカーの一
人であったので、仕事を休んで聴きにいったが当然日本
語でのスピーチかとおもっていたが、いきなり英語で話
しされ、せっかくの話がじゅうぶん理解できなかった。ど
の大会でも同時通訳の器具を借りて聞くことができる
が、時には海外のスピーカーはよくジョークをまじえるの
で、それを聞いて隣に座っていたアフリカのおばさんは
大口を開けて私を見ながら笑うのだが、同時通訳を通し
ての私の耳には時間がずれて訳されるので、彼女には
間の抜けた反応しかできなくて残念な思いをしたことも
ある。
私が初めてRI国際大会に参加したのは大阪大会２年
前のバルセローナからで、その後７度の国際大会に出
席しており、大阪鶴見ロータリークラブでは最多参加を
誇っている。
バルセローナへ行きたいとおもったのは日本で世話

した財団学友に再会したいおもいもあり、まずオランダ
のアムステルダムに降り立ちGSEで我が家にホームステ
イしたロナルドと会い泊めてもらった。ついでベルギー
で青少年交換学生の両親、叔母さんにお世話になり、た
またま財団奨学生で勉強していた日本の留学生に通訳
してもらうこともできた。そしてパリに立ち寄り、ローリー
という財団奨学生と再会し、セーヌ河畔でデイナーを楽
しんだ。
翌日は彼女にパリ市内を案内してもらう予定であった
が、その日の朝彼女が腹痛で行くことができないとの男
の声の電話があった。期待していたその日一日の空白
時間ができたが、気を取り直してオルセー美術館に退屈
せず終日過ごすことになった。パリから最終目的地のバ

ルセローナへは個室寝台車を奮発した。パリ・アウステ
リッツ駅を夕刻に乗り込み、まず個室内でシャワーを浴
び、一息つくと車掌が食堂車に案内してくれる。４人掛
けのテーブルに中年の夫婦と老女が相席であった。思
い切って夫婦に話しかけるとイギリスからドーバー海峡
を抜けてこの大会に出席するロータリアンであることが
わかった。すぐにその場に打ち解けることができたが、
老女だけは英語がわからないらしく会話からはみ出さ
れたのは気の毒であった。食事を終わって個室に戻ると
すでにベッドがセットされており、ワインの酔いと疲れと
で眠りにつく。目を覚ますと列車はどうやらスペインの海
岸沿いを走っているようであった。
バルセローナでは開会式から閉会式までの間滞在し、

その間ガウディ建築、ダリやミロ、ピカソの美術館など訪
れ、夜遅くまで賑あう「ランブラス通り」を散策し、疲れた
ら「バル」に立ち寄り食欲を満たした。その「ランブラス通
りで」過日テロが起こり多くの通行人が暴走車で死傷し
た事件はまことに痛ましい。

２００８年のロスへの世界大会は妻とともにでかけ
た。大会中は青少年交換のジェフが妻のエスコートをし
てくれた。彼は扇町高校の同級生と結婚して子供も二人
おり、今でも家族ぐるみでつきあっている。ロスより、ラス
ベガスへ立ち寄り、ゲームは一切せず有名なショーのは
しごをした。ついで娘がお世話になったオレゴン州の
ポートランドにいった。娘の元ホストファミリーが明るく
迎えてくれた。そこでジェフのお父さんと会って彼の住ん
でいるシアトル近郊の家にお邪魔した。
彼のおかげでマリナーズで活躍していたイチローの
試合を見ることができた。今思えば最初にして最後の機
会であった。
以前にポートランドを訪れたときは帰りの空港でパス

ポートを掏られて困ったことがあったが、今回はシアトル
の空港でチェックインに遅れて帰国予定の飛行機に乗
れずにサンフランシスコに一泊しバンクバー経由で帰国
するハプニングがあった。
その３年後ニューオリンズの大会の時はロスで一泊

した翌朝、寝過ごして予定の飛行機に乗り遅れ、広いロ
スの空港を駆けずり回ってやっとニューオリンズ行きの
チケットを手に入れその日の夜遅くニューオリンズに
やっと着くことができた。いずれも空港のちかくにホテル
をとりながら失態ばかりしているアメリカ旅行である。
ニューオリンズではGSEでテキサスを訪問したときお
世話になったロータリアンと再会することができた。本
場のジャズは人があふれて聞きに行くことはできなかっ
たが、昼間は地元ロータリーが紹介してくれるワニが
いっぱいいる沼地ツアーに参加した。
＜次回につづく＞




