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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）

それでこそロータリー 里の秋

〈第1608回〉 2018年10月9日（火） 本年度第12回 10月23日（火）

担当：高木会員

け心をなくし、やる気を引き出すことでした。真面目
によく働く者を称え、怠ける者を諭すことで、正直者
がバカを見ない村づくりをめざしたのです。尊徳は、
何事も心掛けが肝心であること、また、他人への依頼
心を捨て、自らの力で道を切り開くことの大切さを歌
に詠んでいます。
「田の草はあるじの心次第にて　米ともなれば荒地
ともなる」
私が会長方針の中で掲げていること、例えば、「も
っとエモーショナル」「理屈より感情」と新田開発に
は相通ずるものがあると思っています。また、クラブ
の基盤強化を実現するために「地道な努力をコツコツ
と積み上げる」と書きましたが、これも「小を積んで
大を為す」積小為大（前回のテーマ）の精神と同じだ
と思っています。私個人的には、自分が尊徳と同じこ
とを考えるとは、と少々驚いています。でも、これは
全くの偶然です。正直に告白すると、実は、会長方針
を書き上げた当時、私は、報徳の中身を殆んど理解し
ていませんでした。つまり、新田開発の「し」の字

（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⑧　心田開発

心田開発とは、荒廃した田畑、衰退した村を立て直
すのに必要なことは、先ず、やる気を引き出す意識改
革だという教えです。二宮尊徳は、生涯で600を超える
衰退した村々の再建復興を任されましたが、再建復興
を実現するためには、農地の開墾だけに留まらず、土
木工事・治水工事といったインフラ整備にも村民と一
緒に取り組む必要がありました。しかし、衰退した
村々に行くと、村民の多くは勤労意欲を失っており、
心の荒廃という問題に直面します。そこで、尊徳は、
人間の心を農地に例え、人々の心の田の荒廃を取り除
き、心の田を耕して美田にすることの重要性を説くこ
とで、村民の自立心を喚起すると共に、自発的な行動
を促しました。村民を根気よく教育し、育成すること
こそが再建復興の鍵だと考えたのです。村民を指導す
るにあたり、尊徳が最も力を入れたことは、村民の怠

国際ロータリー第２６６０地区
山本博史ガバナー公式訪問私の旅行業の近況

しんでんかいはつ



（１ページより）

￥41，０００.-　　　　累計　￥292，０００.-

武 市 会 員 誕生日　自祝　いよいよ古希を迎えまし
た。皆様これからも宜しくお願いします。

広 瀬 会 員 いつも例会欠席でごめんなさい。

濃 添 会 員 国際交流のつどい欠席のお詫び。

水 間 会 員 先日、甲子園の巨人戦で鳥居会員とお会
いしました。延長１２回に及ぶ熱戦と言え
ば聞こえはいいですが、0 対 0 のくそおも
しろくない凡戦でした。疲れました。

山 崎 会 員 テニスシーズン到来で試合に出すぎて、
右足太ももふくらはぎの肉離れ！！２～３
カ月スポーツや力仕事にドクターストップ
がかかってしまいました。

佐 藤 会 員 祝！本庶特別教授のノーベル賞受賞。
ロータリーの会合で講演を聞いて期待し
ていました。祝！片山さつき氏、大臣就任。
谷さんアドバイス宜しくお願いします。

秀 島 会 員 お久しぶりです。どちら様も台風の被害は
なかったでしょうか。まだまだ油断できま
せんね。

木 村 会 員 １０月３日第５２回目の結婚記念日で
す。良く持っております。

鳥 居 会 員 久しぶりの例会です。毎度申し訳ありませ
ん。弁理士会副会長に当選しました。（無
投票ですが・・・）。

小 山 会 員 何年も前から受賞本命視されていた、京
都大学特別教授、本庶佑氏のノーベル医
学・生理学賞のついに受賞を祝して。（免
疫チェックポイント阻害因子発見）（本庶
先生は、以前大阪ＲＣの地区大会で講演
をされています。）

山本(良)会員 寸志

＜10月は経済と地域社会の発展月間/米山月間です。＞

11月３日にバス旅行を予定しておりましたが、中止
させていただきます。

＊中之島ＲＣよりの案内
　エイズ啓発大阪ジャズフェスティバル　vol.1
　日時：2018年12月2日（日） 

14：00～（入場開始13：30）
　場所：大阪市中央公会堂
　希望者は1/30（火）までにお申し出ください。
 
＊地区大会の案内
　地区大会申込書を配布しておりますので、ご記入の
上事務局までご提出ください。

10月09日（火） 丹羽ガバナー補佐訪問第２回クラ
ブアッセンブリー

10月13日（土） 地区公共イメージ向上セミナー
10月16日（火） 休会
10月20日（土） 第５回サツマイモＰＪ　収穫
10月22日（月） 交野ＲＣチャリティーゴルフコン

ペ/カイツブリ会
10月23日（火） 山本博史ガバナー公式訪問

日本語作文コンクール　表彰式
10月30日（火） 第3回出席強化イベント例会

10月02日（火） 理事会　サファイアルーム

幹事：源 壽美子幹事報告

委員長：吉羽潤司親睦委員会報告

カイツブリ会を11/20に行いますので、ご予定置き
下さい。

ローターリーの友１０月号の紹介をしました。
 
クラブを訪ねて「大阪堂島ロータリークラブ」の記事
は当クラブと同じような創立年度で会員数も減少にあ
るクラブが会員増強と月２回例会にしたことの結果が
紹介されている。
当クラブにとっても大いに参考になるとおもい一部
記事を抜粋します。
 
「一年余り前、３０周年の式典をしたのを機会に何

人かの創立会員が退会、会員は２５人に減ってしまっ
た。ピーク時には６０人を超えていたのに合併話が出
るほどになった。そんなとき次の２０１７～１８年度
の会長になった脇田克廣さんは、あろうことか片山勉ガ
バナー（当時)の前で「会員増強に励み50人まで増やし
ます」と大見えを切ってしまった。
（中略)脇田会長から金沢現会長に引きつがれる時
点で会員は16人増えて41人になっていた。目標の50
人は目前である。」
 
再度この記事の全文を熟読いただき、どのようにして
会員増強をしたのかリサーチしていただければ幸いで
す。

も、積小為大の「せ」の字も全く知らなかったので
す。報徳をテーマに会長インフォメーションをする者
として大変お恥ずかしい限りです。

部長：吉羽潤司カイツブリ会報告

委員長：佐藤俊一会報・雑誌委員会報告



卓  話

10月2日【1607回】

会員数　 　 　 　 34名

（内出席規定免除   9名）

出席会員   24名中  18名

出席免除会員  10名中  5名

出 席 率 23/29   79.31%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 23名

前々回  9/9  Ｍ/Ｕ 1名

修正出席率 63.33%

担当：笹野会員

本日は西野会員のピンチヒッターです。

偶々今日 長年の友人で私が後援会会長をしている
片山さつき参議院議員が 第 4 次安倍内閣で 【地方創
生担当＋女性活躍担当大臣】に就任する事になりまし
た。

30 年来の知己で 旧大蔵省から派遣されて ENA＝
Ecole  nationale d'administration  国立行政学院に
留学時代に 彼女の上司で私の灘高等学校の同窓・林
藤樹君の紹介で フランスのパリで初めて出会いまし
た。

帰国後 大蔵省でキャリア官僚として 広島県の海田
税務所長や女性初の主計官等を歴任。

2005 年 小泉チルドレンとして 静岡 7 区から立候補 
衆議院議員に当選したのですが 政権交代した 2009
年 8 月末の総選挙で惜敗してしまいました。

その時 私は「貴方のキャリアを考えると参議院の比
例代表での出馬が良いのでは？」とアドバイスした結
果 翌 2010 年夏 29 万票いただき 見事に当選を果た
しました。

2016 年夏には二期目の当選時には 前回に 10 万
票上乗せして 39 万票いただきました。

そして今回の安倍内閣で 見事に入閣を果たしまし
た。

お騒がせ女性のように思われがちですが 実は真面
目で 大変な努力家にして 若者のようにフットワークが
軽いところもあります。

何れにせよ 新内閣で紅一点 お飾り大臣ではない行
動派実力派大臣として 活躍してもらいたいものです。

さて 平成 30 年＝2018 年は予想通り 未来の歴史
の教科書に記載されるであろう出来事満載の１年にな
りそうです！？

韓国で開催された冬季五輪に 北朝鮮の実質の国王・
金正恩氏の妹・金与正氏が参加した事で 動き始めた
半島情勢は 06 月 12 日の米朝首脳会談から加速して 
早ければ年内に 【朝鮮戦争終結／南北・米朝国交回
復→南北統一】すら視野に入って来ているほどに進展
しています！

又 06 月 18 日の大阪北部の地震 沢山の被害者がで
たウルトラ猛暑 09 月 04 日の台風 21 号による停電や

担当：西野会員

講師：谷康平 氏
平成最後の夏　地震/台風　そして次は？

関西国際空港のトラブル その直後の北海道の大地震 
又外国に目を向けると インドネシアの大地震等 数年に
一度のような出来事が頻発しています。

天変地異は神の成せる業と言ってしまえば その通りか
も知れないですが 以下のような見方もあるのです。

The  Bible（ザ・ほん＝本の中の本と言う意味です）
は 紀元前に書かれた旧約部分（39 冊の本）と新約部
分（27 冊の本）から成り 世界三大一神教は全てこの
一冊の本を基にしています。

今回ご紹介しますのは 新約の【ルカによる福音書】の
第 21 章です。

7 彼らはイエスに質問して言った。
「先生。それでは、これらのことは、いつ起こるのでしょ
う。これらのことが起こるときは、どんな前兆があるの
でしょう。」

8 イエスは言われた。
「惑わされないように気をつけなさい。わたしの名を
名のる者が大ぜい現れ、（私がそれだ）とか（時は近
づいた）とか言います。そんな人々のあとについて行っ
てはなりません。

9 戦争や暴動のことを聞いても、こわがってはいけま
せん。それは、初めに必ず起こることです。だが、終
わりは、すぐには来ません。」

10 それから、イエスは彼らに言われた。
「民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地
震があり、方々に疫病やききんが起こり、恐ろしいこと
や天からのすさまじい前兆が現れます。」

このように 現在起こっている出来事を 終末の日だとか
イエスの再来の前兆と捉える人々も この広い地球には
存在しているのです！




