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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1634回〉 2019年6月4日（火） 本年度第38回 6月11日（火）

担当：覚野会員

ロータリー親睦活動月間

担当：広瀬会員

平成から令和へ　　後編
講師：谷　康平会員

平成から令和へ　　前編
講師：谷　康平会員

深川パストガバナーは、職業奉仕の基本は「時間に愛を込
めること、仕事に愛を込めること」であるとして別紙の通り、
ノートルダム清心学園 渡辺和子理事長の話を紹介されてい
ます。それは、若き日の渡辺理事長がカトリックシスターとして、
食堂のテーブルにお皿、ナイフ、フォークを並べる仕事をして
いた時のことです。渡辺シスターは、先輩シスターから「貴方
は、今、何を考えていますか」と尋ねられます。渡辺シスターが
「何も考えていません」と答えると、厳しい顔で「貴方は時間を
無駄にしています」と先輩シスターに叱られたという話です。
何も考えずに漫然と仕事をしてはならない。なぜ、その席に
座って食事をする人の幸せを願ってお皿を並べないのかと諭
されたのです。先輩シスターは、相手を思う心を持ってお皿を
並べるのと、相手のことを考えずにお皿を並べるのとでは、表
面的には同じに見えても、仕事の質に大きな差が出ると言い
たかったのだと思います。渡辺シスターは、時間に愛を込める、
仕事に愛を込めることを教わって以来、つまらない仕事がな
くなり、雑用だと思っていた仕事が、実は雑用ではないことに

職業奉仕の基本は、時間に愛を込めること、
仕事に愛を込めること

気付いたそうです。そして、雑用は、自分が仕事を雑にした
時に雑用になるのだと悟ったそうです。この話の中から得
られる教訓は、仕事の質は受け止め方で決まるという事だ
と思います。受け止め方次第で苦痛にも喜びにもなるのだ
と思います。そして、仕事をする際の心得として、仕事に対
して「大した仕事ではない」「しょうもない仕事だ」など、馬
鹿にする気持ちがあってはならないのだと思います。自分
には「しょうもない仕事」でも相手には必要であることを自
覚すべきなのだと思います。また、「そこまでする必要はな
い」「この程度でいいだろ」「適当にやっていればいい」と、
仕事を舐めてはいけないのだと思います。そのような心掛
けでは、仕事に苦痛を感じることはあっても、喜びや充実
感は得られないと思います。言い換えれば、無駄で不幸な
時間になってしまうのだと思います。一方、どうしたら相手
に喜んでもらえるかを突き詰めて考え、ベストを尽くせば、
また別の奥の深い世界が見えてくるのだと思います。職業
奉仕の修行の入口は、先ず仕事に対する考え方を変えるこ
とだと思います。そして、考え方が変われば行動が変わる、
行動が変われば結果が変わるということだと思います。そ
して、それはやがて人間力を高めることに繋がるのだと思
います。



￥98，０００.-　　　　累計　￥356，０００.-

木 村 会 員 さつまいもプロジェクト出席者の皆様お疲
れさまでした。

津 野 会 員 本年度残り僅か！ラストスパートで忘れてい
た寄付をいたします。

山 本 会 員 目標額です。計13,000円

中 村 会 員 5/25第１回さつまいもプロジェクト苗植
え、好天に恵まれ無事終了いたしました。会
員、家族含め13名のご参加を頂きました。
有難うございました。

吉 羽 会 員 来期委員長です。宜しくお願い致します。
濃 添 会 員 本年度残額がありました。

田 中 会 員 本日卓話です。山崎さんの指示ですので宜
しくお願い致します。さつまいも苗植えお疲
れさまでした。

源 会 員 寄付金額まったく足りてませんでした。
小 山 会 員 令和の開始早々、蒸し暑い異常高温です

が、何とか頑張りたいと存じます。
巽 会 員 寄付遅れて申し訳ございません。

山 本 会 員 さつまいもプロジェクトでは暑い中有難うご
ざいました。

大 草 会 員 だんだん７月が近づいてきました。
清 水 会 員 国際交流の隆盛を願って。

幹事：源 壽美子幹事報告

来る6月28日（金）18:30～　大見会員のお店善茶坊にて本
年度最後となる第5回炉辺会合を開催させて頂きます。今回は
料理に須田会員のご友人のタイ人のナッチヤポン ブンシィー
氏によるタイ料理を振る舞って頂きます。皆様奮ってご参加の
程よろしくお願い申し上げます。

去る5月15日に茨木国際ゴルフ倶楽部にて本年度第2回と
なるカイツブリ会を開催されました。6名が参加され発会員が
優勝されました。次回はより多くの方にご参加頂ける会にいた
しますので、またよろしくお願いいたします。

去る5月15日に茨木国際ゴルフ倶楽部にて本年度第2回と
なるカイツブリ会を開催されました。6名が参加され発会員が
優勝されました。次回はより多くの方にご参加頂ける会にいた
しますので、またよろしくお願いいたします。

６月１～5日 ハンブルク（ドイツ）国際大会
05月04日（火） 例会場ゴールデンホールに変更されます。

現・次年度理事会　サファイアルーム
05月28日（月） 第５回炉辺会合　善茶坊　６：３０

05月28日（火） 第３回クラブアッセンブリー
委員長：清水正憲青少年奉仕委員会報告

食事については、昨年（＠３０００円）程度でよいですか。
  よい（16）  もっと豪華にしたい（２）  もっと粗末でよい（１）
４についての意見
　・太閤園のビュッフェスタイルで、もう少し値段が上
　  がってもよい。
　・ノンアルコールでもよい。
　・親睦から一部予算を回してでももっと豪華にしたい。

4.
【先週からの続き】

【アンケートへのご協力ありがとうございました。】

参加対象者に、交換留学生、日本語学校学生、ロータリ学友
のほか、横堤中学の生徒を加えることはどう思いますか。
   よい（12）　反対（６）
５について「反対」の理由
　・（ロータリアンが）お酒が飲めない。
　・生徒の負担が大きいのではないか。
　・年齢が少し異なる。
　・中学生にパーティは向かない。
　・大人のアルコールが入った席には不適切である。
　・中学生にとって中味のあるかかどうか問題である。
　・今の方法では横堤中学との関わりが薄いので、違和
      感がある。

5.

イベントは、例年並み（各国の歌自慢のほか、ビンゴ等の
ゲームなど）でいいですか。
   よい（14）　　もっと工夫が必要である(３)
６についての意見
　・日本語作文コンクールで金賞又は優秀賞を取った生徒
     にこの場で発表してもらってはどうか。
　・ビンゴは盛り上がるが、景品がどの程度準備できるかが
    問題である。今までは、高木会員、巽会員のご協力ででき
      ていたが、費用の面で継続は難しいのではないか。
　・できればもう少し工夫があったもよいのではないか。
　・日本語作文コンクールの授賞式を兼ねるとか受賞者を
　  招待するなどの工夫が必要である。
　・予算の都合もあるので、「クリスマス家族会」又は「ホタル
   の夕べ」に取り込むことによって質の高いイベントを開催
   したり日本語学校に作文やスピーチをして貰うようなこと
　の方が日本語学校との関係でも相互にメリットが高い。

6.

中村、山本（隆）、発、高木

佐藤、山崎、吉羽

谷、高木

6/17　濃添　6/23　吉羽

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

利息４円（3/17）　4月分 ￥23,000.-
累計：￥963,429.-

委員長：吉羽潤司親睦委員会報告

部長：吉羽潤司カイツブリ会報告

「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）

佐 藤 会 員 須 田 会 員、



（4ページへつづく）

卓  話

担当：田中、中村、清水、佐藤会員

ロータリアンが知っておくべき基礎知識

大阪鶴見ロータリークラブ周年事業と鶴見緑地との関わり



（3ページより）

（次週に続く）

鶴見区民祭
鶴見区民まつりには１９８９年９月に初めて参加しました。

国際交流のつどいの看板を揚げ、交換留学生、関西国際学
友会日本語学校の生徒さんに参加していただき、世界のミニ
料理と題して中国、韓国、台湾、インド等の料理を作っていた
だき区民の皆さんにふるまった。然し世界のミニ料理は準備
の問題、衛生面の問題等で継続は困難と判断し中止し、パン
ケーキとジュースを販売するようになった。その後抽選会と
ジュース販売、お菓子のつかみ取りに変わっていった。御手
伝い頂いた交換留学生、日本語学校の生徒さんを慰労する
意味でスタートしたのが、国際交流の夕べである。第１回目
はホテルニューオオタニ大阪のリトルパイレーツというレスト
ランで開催し、その後太閤園、国際交流センターのホテルで
行うようになった。区民まつり終了後に開催していたが、一時
期区民まつりと別の日に開催することもあったが、１昨年より
区民まつり終了後、同じ場所にあるさくやこのはな館で行う
ようになった。今後は区民まつり参加イベントの内容、国際
交流のつどい実施について検討していく必要がある。

日本語作文コンクール
１９８９年２月、Ｒ！２６６０地区のインターシティ・ゼネラ

ル・フォーラム（ＩＧＦ）の主催クラブとなり大阪大学、大阪市
立大学、大阪府立大学、神戸大学、関西大学、関西国際学友
会日本語学校（大阪日本語教育センター）の男女３５名の留
学生を囲むバズセッションを１３クラブ約３００人のロータリ
アンの参加で開催し、留学生に関する認識を深めた。これを
契機として当クラブ独自の国際交流基金の設立が決議され、
クラブ内で募金活動を開始、基金の事業の目的は「外国人
に対する日本語教育の振興による国際的相互理解の推進」
と定められた。国際交流基金運営の最初の事業として創立１
０周年に日本語学校の学生を対象に日本語作文コンクール
を開催することになった。１９９４年を第１回とする５年間の
継続事業としてスタートした。第１回目には８５名、１０回目
には１７８名の参加がありました。５回目、１０回目と継続し、
その後継続すべきかどうか何度か検討されたが、日本語学
校の要望も有り現在まで当クラブの重要な事業の一つとして
続いている。当初は全作品を読んで選考をしていたが、参加
者が多くなった為、１次選考を学校で実施していただき、そこ
で選ばれた作品を審査する様になり現在に至っている。２０
１９年は第２６回目となる。

清掃奉仕活動
社会奉仕の小委員会として環境保全委員会ができ、１９９

１年１１月１７日（日）に会員・家族３４名と地区ボーイスカウ
ト関係７５名が今福鶴見駅から内環状線経由鶴見緑地公園
までの約２ｋｍの幹線道路を清掃奉仕したのが環境保全委
員会の活動のスタートである。初代委員長は阿部成之助会

員。最初の年には沢山のごみが収集された。現金２万円を取
集したこともあったがその後に現金の拾得物はなかった。以
来毎年１１月に実施していた。清掃後、お手伝いいただいた地
区のボーイスカウトの皆さんとバーベキューパーティを行い
人気の事業であった。バーベキュー実施については、特定の
会員に負担をかけるため見直し、弁当を配布する様になっ
た。しかし、当初沢山あったゴミも年々公的な清掃作業が充
実してきたため収集するごみも減少したこと等諸事情を検討
後、清掃奉仕活動は２０１６～２０１７年度より中止することに
なった。

「クラブ・アッセンブリ」と「クラブ・フォーラム」
について
クラブ・アッセンブリは、文字通り、クラブの協議会ですが、

何を協議するかというと、新会員オリエンテーション用教材
では「クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協
議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員長の会合」と
説明されています。当クラブでは、年３回のアッセンブリが予
定されています。現在では、主に、各委員会の活動報告と引き
継ぎが目的となっているようですが、もう少し広くクラブ運営
の全体を協議する会合にしてもよいかと思います。また、かつ
ては新入会員の出席も義務づけられていましたが、それは、ア
ッセンブリを見ることによって、クラブの運営が理解しやすく
なるためであろうと思いますので、運営に当たっては、そうい
った方面にも配慮頂くとよいのかも知れません。
クラブ・フォーラムも、その名の通り、クラブ内で討論する

ことです。上記教材では、「奉仕理念、クラブ管理運営、委員
会活動などの問題点について自由な意見を述べ合う討論会」
とされています。このような討論会によって、テーマについて
のメンバーの相互理解を図り、認識を深めるという意義を有
しているのだと思います。一般には、５大奉仕部門について行
われることが多いようですが、当クラブでは、これに特別奉仕
部門を加えて年度内に６回のクラブフォーラムを行うことが
予定されています。「フォーラム」なので、バズセッションで行
われることが多いのですが、「討論」の実が上がっていれば、
それに限ることはないと思います。要は、メンバー間での「議
論」「討論」が重要なのです。

担当：吉羽会員

5月28日【1633回】

会員数　 　 　 　 33名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   21名中  13名

出席免除会員  12名中  6名

出 席 率 19/27  70.37%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 19名

前々回  5/14  Ｍ/Ｕ 0名

修正出席率 80.65%


