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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）

ＲＯＴＡＲＹ

〈第1633回〉 2019年5月28日（火） 本年度第37回 6月4（火）

担当：広瀬会員

（２ページへ続く）

青少年奉仕月間

担当：田中、中村、清水、佐藤会員

平成から令和へ　　前編
講師：谷　康平会員

ロータリアンが知っておくべき基礎知識

ロータリーは例会出席を重視します。しかし、ロータリーが
例会出席を重視する根拠について語られることは意外に少な
いような気がします。例会出席の真の意義を理解するには、基
本的なことをさかのぼって検証する必要があると思います。今
から十数年前、当クラブの例会に、深川純一パストガバナーが、
ゲストスピーカーとしてお越しになりました。そして、卓話の冒
頭、どうしても心に留めておいて欲しい事があるとして、次の
ように述べられました。
「ロータリー運動と申しますものは、倫理運動であるという
ことであります。即ち、ロータリークラブは、寄付団体でも慈善
団体でもボランティア団体でもございません。ロータリアンに
奉仕の心を授け、倫理を提唱していく団体、即ち、ロータリア
ンの心の開発を第一義とする団体であります」
深川パストガバナーは、決して、寄付団体やボランティア団

体よりロータリーの方が優位だと仰っているのではなく、また、
ロータリーが奉仕団体であることも認識されていると思いま
す。しかし、ロータリーにとって最も重要なことは、ロータリア

例会出席の真の意義について

ンに奉仕の心を授け、倫理を提唱することである。倫理と
奉仕を混同してはならない。奉仕以前にやるべき事がある
と仰りたいのだと思います。その上で、物事の順序を明確
にするため、倫理実践団体としての心の開発がロータリー
の第一義と表現されたのだと思います。ということは、奉仕
団体としての奉仕活動は第二義ということになります。一
般にロータリーは奉仕団体として広く認知されています。し
かし、深川パストガバナーは「いや、それだけじゃない。奉
仕も重要だが、心の開発を怠れば、倫理を実践する団体と
はいえない。ロータリーは倫理が第一であり、奉仕が全て
ではないことを忘れるな」と仰っているように私には聞こえ
ます。そして、これが深川パストガバナーの説く、ロータリー
の核心部分であり、例会出席を重視する理由も実はここに
あるのだと思います。つまり、仮にロータリーが寄付団体な
ら、寄付をしていれば毎週の例会は不要です。また、仮に
ロータリーがボランティア団体であれば、毎回、ボランティ
アを実施する場所に現地集合してボランティア活動を行い、
終われば現地解散すれば良く、毎週例会を行う必要はあり
ません。しかし、ロータリーがこれらの奉仕団体と異なるの
は、倫理の提唱を第一に掲げ、奉仕がこれに続くと位置付
けていることであり、倫理と奉仕を実践する人づくりに注力



（１ページより）

￥6，０００.-　　　　累計　￥917,０００.-

￥6，０００.-　　　　累計　￥258，０００.-

笛 吹 会 員 秀島さんの「世界一美しい町」卓話を楽しみ
にしています。貴兄が町興しプロジェクトに
乗り出すときは、南の島より馳せ参じます。

田 中 会 員 5/15日カイツブリ会参加でブービーでし
た。発さん優勝おめでとう。吉羽部長、お世
話さまでした。

巽 会 員 カイツブリ会ゴルフコンペ、天候も良く、楽
しいラウンドさせていただきました。吉羽幹
事様、有難うございました。

中嶋様、コーヒー有難うございます。濃 添 会 員

山 崎 会 員 次回欠席のお詫び。次回の卓話は大阪鶴見
のロータリアンとして新しい発見がいっぱ
いあると思います。乞　御期待！！

吉 羽 会 員 カイツブリ会にご参加頂いた皆様、有難うご
ざいました。つたない運営とスコアを次回改
善いたしますので、次回はより多くの皆様の
ご参加をお願いいたします。

幹事：源 壽美子幹事報告

していることだと思います。これはロータリーの専売特許
だと思います。世のため、人のために倫理を提唱し、奉仕
を実践するのであれば、先ずロータリアン自身が心の開
発を行い、倫理や奉仕の心を身に着けるのは当然のこと
だと思います。従って、ロータリーにはキリスト教におけ
るミサのような精神修養の場が必要であり、それが例会
なのだと思います。とはいえ、たとえ例会があっても、欠
席すればロータリーの第一義である心の開発は機能しま
せん。ロータリーが例会出席を重視する一番の理由は、
心の開発に必要だからだと思います。倫理提唱や社会奉
仕を充実させようと思えば、ロータリアン自身の精神的成
長が不可欠なのだと思います。また、週一回のペースで
例会を行うことについては、人間は聞いたことをすぐに忘
れるが、例会出席を重ねれば倫理は次第に身に付くとい
う考え方のもと、毎週例会を行うのだと思います。では倫
理とは何か。この点については改めて説明する必要はな
いと思います。そこは二宮尊徳翁の世界なのだと思いま
す。

決算報告
当クラブの35周年記念事業（アーモンド植樹）の決算報告書が
完成いたしました。
不足額（46,955円）は、5月の理事会にて、予備費として処理す
ることを承認していただきましたので、ご報告いたします。

「国際交流のつどい」に関するアンケート」結果
（2019/5/14　青少年奉仕委員会　実施）

時期は、「鶴見区民まつり」の後がいいと思いますか、別の
日がいいと思いますか。
 　区民祭りの後（14）　別の日（５）

開催場所は、どこがいいですか。
　咲くやこの花館レストラン（12）　ほかの場所（６）

「国際交流のつどい」を次年度も行うことが望ましいと思い
ますか。
　はい（17）　いいえ（２） 
１について「いいえ」の理由
　・年１会の開催では交流が少ない。
　・どちらでもよい。
　・労多い割には効果は疑問。ただし、「国際交流が必
　  要である」との認識は持てるようになる。
（その他の意見）
　・やるのなら、もっとちゃんとした会をしたほうがよ
     い。
　・地区から一部費用を出して貰ってはどうか。
     共催でもよい。

２の「別の日」についての意見
　・スケジュールがタイト
　・汗をかいて着替えていないのに「つどい」に参加す
     ることに抵抗がある。
　・区民祭りで疲れて汗だらけなので別の日がよい。
　・同日にやるのなら、「まつり」担当と「つどい」担当を
     分けるべきである。

回収通数　２１通
（無回答もあるので回答数合計とは一致しない）

05月22日（水） I M3組フレッシュロータリアン研修会
源、須田、巽、山本（隆）各会員出席

05月25日（土） 会員増強セミナー 佐藤次年度会員増強委員
長出席

05月27日（月） ＩＭ３組会長、幹事会　燦燦会
05月28日（火） 第3回・次年度第１回クラブアッセンブリーそ

の２

05月21日（火） 第3回・次年度第１回クラブアッセンブリーそ
の1

故中島会員奥様の麻り様より珈琲とお手紙を頂きました。

委員長：清水正憲青少年奉仕委員会報告

委員長：山崎修一３５周年実行委員会

１.

2.

3.

【次週に分けて掲載】

３の「ほかの場所」についての意見
　・別の日なら場所は別の場所がよい。
　・咲くやこの花館の料理では不満である。



卓  話

担当：吉羽会員

5月21日【1632回】

会員数　 　 　 　 33名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   21名中  14名

出席免除会員  12名中  10名

出 席 率 24/31  77.42%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 2名

出席総数　　　　 26名

前々回  5/7  Ｍ/Ｕ 0名

修正出席率 71.43%

担当：秀島会員

世界一美しい町

唐津は、焼物と曳山（世界無形文化遺産）で知られます。そ
して真の姿は、天に祝福された自然の美しさは勿論、前史時
代からの歴史が凝縮して類い稀な風土を形成した町です。
浮岳、鏡山、虹の松原、松浦川、唐津湾と周辺の島々、いろ

は島のリアス式海岸、七ツ釡や立神岩など玄武岩の奇観、見
返りの滝等々の風光は無論の事、日本最古の稲作遺跡菜畑、
魏志倭人伝の末盧国、百済救済の白村江出兵、遣唐使の船出
港、元寇撃退の最前線、倭寇とも呼ばれる松浦党、秀吉の名
護屋城、キリシタンと寺沢広高、そして唐津藩と歴代の譜代大
名など絶え間無い歴史が積み重なっています。
明治維新を迎え、譜代大名の小笠原家は佐幕派であったた

め、薩長土肥の一角を占めた佐賀藩に較べて冷遇を受けま
す。それにも拘わらず、幕末から明治初期の唐津で後の日本を
形作る偉人達が育ったことは余り知られていません。
まず、唐津は高橋是清の生まれ変わりの場となりました。１

３歳にして米国留学をした是清は、カリフォルニア・オークラン
ドで奴隷同然の生活に落ち、ようやく抜け出して明治元年に１
４歳で帰国します。しかし酒池肉林に溺れ官職を失い、女郎屋
で借金まみれになっていました。『自分の体たらくに心底愛想
が尽きて、芸者の家の軒先で天を仰いでいると、横浜でのボー
イ時代に知り合った友人に呼び止められる。「肥前の唐津藩
が英語教師を捜している。行ってみないか」。こうして高橋の
唐津行きが決まった。』、是清は当時１７歳でした。
明治４年、唐津藩は耐恒寮という英語学校を設立し是清に

月給１００円という破格の給与を支給しました（当時の小学校
教師が６円、藩主の給与が３０円とも）。唐津藩も是清が不良
青年とは知らなかったのでしょうが、思い切ったことをしたも
のだと思います。是清は教育に打ち込み、江戸の借金を返済
した後は４０円を学校に入れて生徒を増やしたそうです。
後に日本のケインズと謳われ、６度の大蔵大臣、そして第２

０代総理大臣を務めた是清は、このようにして唐津という場を
得て立ち直りました。そしてこの耐恒寮での教育のなかから、
幾多の人材が巣立ち後の日本を支えていきます。耐恒寮一期
生では明治２３年の第１回衆議院議員選挙で唐津から当選し
た天野為之（明治・大正・昭和期の経済学者、ジャーナリス
ト、政治家、教育者、法学博士。衆議院議員、東洋経済新報
社主幹、早稲田大学学長、早稲田実業学校校長を歴任）が当
時１０歳でした。
また、東京駅を設計・建築した辰野金吾は是清と同年の１

７歳、丸の内のレンガ街を統括開発した曽根辰蔵が是清の２
歳年上で１９歳でした。建築・設計界ではこの二人に、やはり
唐津出身の村野東吾を加え、「近代建築の聖地唐津」として知
られます。
一方で、唐津は「女性力の聖地」です。幕末・明治期の社会

運動家、愛国婦人会の創設者である 奥村 五百子（おくむら 
いおこ）というスーパーレディが居ました。彼女は1845年生ま
れで是清の９歳年長、耐恒寮当時は２６歳ですが１５歳の頃か
ら女だてらに尊王攘夷に奔走していました。
２１歳で嫁入りした福成寺の大友法忍が早世、４年後に水

戸浪士鯉渕彦五郎（桜田門外の変で井伊直弼誅殺のあと自刃
した鯉渕要三郎の弟とも）と再婚し3人の子を持ちます。しか
し、明治11年西南の役で西郷隆盛が自刃すると夫の彦五郎は
隠遁の体になったため、五百子は明治20年に3人の子を引
取ってシングルマザーとなり、本格的な社会活動を開始しま
す。

明治２３年の第１回衆議院議員選挙では、上記の天野為之
の選挙参謀として為之を当選させましたが、これは女性が参政
権を獲得する1945年 (昭和20年) の55年前、1890年の事で
す。
このころ五百子は政治活動だけではなく、郷土唐津のため

にも多くの仕事をしました。主なものとして、養蚕・製糸事業の
普及、松浦橋架橋（当時日本最長と言われた）、西唐津開港指
定、鉄道唐津線開設などがあります。
明治２７年の日清戦争をきっかけに、５０歳を超えた五百子

は仏教の朝鮮布教（兄圓心が東本願寺から派遣）、朝鮮の実
業振興（光州実業学校設立、農園開墾など）、南清視察、北清
軍慰問（義和団の乱）などと渡海して活発に活動します。
その往来に清潔な水が乏しい地域で病患が蔓延するのを憂

えて、朝鮮と中国の各地に井戸を掘っています。明治維新から
わずか３０年後、1904年にアメリカでロータリークラブが生ま
れる10年前、今から120年以上前の事です。
五百子について書かれた本などでは、女児のころに木に登

り虐めをする男児を懲らしめた、男装して長州に潜入し高杉晋
作らと密談した、西南戦役前に西郷隆盛と会合、などの逸話が
語られる事が多いのですが、僕が真に驚くことは・・・
・時代の常識を遥かに超えた先見性と価値観・博愛精神
・志の高さ大きさに男女の差はないことを身をもって示した
・行動をおこすのに年齢制限はなく、志は滅びない事を示
   した
奥村五百子が愛国婦人会を興したのは、世を去る6年前の

明治３４年（（1901年）でした。大東亜戦争（1941～1945年）
開戦の34年前に亡くなったにも拘わらず、戦中に「愛国夫人の
鏡」へと神格化された反動で、敗戦後の歴史からは排除され
ています。今や歴史から消され去ろうとしている「女性力の聖
地」の歴史を繋ぎ、息づく地域文化を再発見し、埋もれた価値
を発掘する事が、僕の「令和の夢」です。
その手段として、まずは子供たちの好奇心を唐津の自然や歴

史に向け、探求心を培う活動を進めたい。そして、女性力を体
現した女傑の魂とご加護を頼みとし、シングルマザーのプライ
ドと子供たちの能力を可能な限り高める環境を提供し、この
「世界一美しい町」を「ママトピア」として復活させる計画を立
てています。
・母子の力を唐津へ
・母子の力で唐津を
・母子の力が唐津から 



国際ロータリー 2019 年規定審議会報告　並びに
クラブビジョン策定セミナー参加報告

規定委員会　委員長：田中信明

採択された制定案の内、クラブに関係するもの

採択案件数

日　時：2019年5月18日（土）　9:30～11:45
場　所：大阪YMCA会館
対　象：クラブ会長・会長エレクト・戦略計画委員

長から２～３名

クラブの会員身分に関する規定を改正する件
（賛成320 反対125）

・公職に就いている首長の入会を認めるもの。

会員身分に関する規定を改正する件
（賛成305 反対204）

・『同一職業分類の人数制限』を廃止、「多様性を推
進する均衡のとれた会員構成」を追加

RACがRI加盟する件
（賛成381 反対134）

・RI会員をロータリークラブとロータリーアクトクラ
ブとする修正案提出、人頭分担金はRI理事会が決
定。

欠席のメークアップに関する規定を改正する件
（賛成286 反対217）

・前後14日の規定を同年度以内に変更する。

人頭分担金を増額する件
（賛成333 反対174）

・2020-21年度から2022-23年度まで年に1㌦増額
する。

クラブ年次総会において、
予算と年次報告の発表を求める件

（賛成408 反対102）

・役員選挙以外に現年度中間報告と前年度決算を
報告する。

各クラブの採択反対投票5％以上の案件
審議最終決定は11月末頃となり12月中頃
に地区報告がされる予定。
原則として本年7月1日より施行される。

▷奉仕部門・目的
▷クラブ運営
▷例会と出席
▷会員
▷RI会長選挙
▷RI理事選挙
▷ガバナー選挙 
▷その他選挙
▷地区運営
▷国際ロータリー(一般) 
▷国際ロータリー(会員)
▷国際ロータリー(委員会)
▷国際大会
▷人頭分担会
▷審議会・その他

……2件
……6件
……2件
……2件
……2件
……2件
……3件
……2件
……2件
……5件
……1件
……2件
……2件
……3件
……13件


