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ロータリーは世界をつなぐ

会長：山本隆一
PRESIDENT INFORMATION

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：大草　修／幹事：源壽美子／SAA：須田幸史朗
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「Together」

（２ページへ続く）

君が代・四つのテスト

〈第163８回〉 2019年７月２日（火） 本年度第１回 ７月９日（火）

担当：木村会員

（２ページへ続く）

ロータリーは世界をつなぐ

担当：理事・役員

令和元年　鶴見区政について
講師：鶴見区長　長沢　信幸　氏

就任挨拶

本日は、ジョン・F・ケネディの大統領就任演説の言葉「国家
が諸君のために何をなしうるかを問うのではなく、諸君が国
家に何をなしうるかを考えよ」を取り上げたいと思います。ケ
ネディは、国民が国家に何かしてもらうことばかりを求めたら、
大国アメリカといえども成り立たない。むしろ、国民一人一人
の集合体が国家なのであり、国民が国家のために貢献をして
初めて国家国民が成り立つのだ。と言いたいのだと思います。
私が注目するのは、ケネディが全国民一律に「これをしろ」と
いうのではなく、何をしたらいいか自分で考えることを促して
いる点です。私達のクラブもこれから先、クラブの動態に合わ
せて持続可能な運営を検討する日が来るかもしれません。気
になるのは、年配の会員から「飲み会はしんどい」「夜はよう行
かん」といったお声を耳にする事です。現在の年齢構成を考
えれば無視できない問題だと思います。夜の飲み会は、会員
同士が意思疎通をする有意義な場だと思います。しかし、こう
した方々は夜例会になると欠席せざるを得ません。昔とは状

況が違うのだと思います。因みに、その対策として、出席に
はカウントせず、無理なく参加して頂こうと考えたのが炉辺
会合です。それはともかく、真夏に屋外で活動する行事に
ついても年齢、体力などの面から会員によっては厳しいも
のがあると思います。年配の会員をお年寄扱いするつもり
は毛頭ありませんが、全員一律に出席を呼び掛けると、体
調が思わしくないのに無理を押して出席してくださる会員
もいらっしゃいます。お気持ちはとても有難いのですが、本
当にこれでいいのかと思います。代わりに出来る事を担当
して頂くという選択肢もあると思います。武道の世界では、
修業の段階を示す守破離という教えがあります。守破離の
守は、基本に忠実に技を身につける段階。破は、基本に少
しアレンジを加え、技を進化させる段階。離は、進化させた
技を更に発展させ、独自の技を確立する段階です。つまり、
最初は基本に忠実に、そして、基本を完全にマスターし、習
熟度が上れば徐々に独自の技を追求するというものです。
私の場合は少林寺拳法でしたが、少林寺では守破離の原
理を書道の楷書・行書・草書に例えて教わります。そして、
人生のステージに合わせて若いうちは鍛える拳法、年を取
れば養う拳法、終生かけて修行するよう指導されます。私
達のクラブも創立35周年を迎え、守破離を考えても良い時

ౖᶋஉଢ଼கர୫ౖᶋஉଢ଼கர୫

「国家が諸君のために何をなしうるかを問うのではなく、
　　　　　　　諸君が国家に何をなしうるかを考えよ」
　　　　　　　　　（ジョン・F・ケネディ）と守破離



（１ページより）

￥37，０００.-　　　　累計　￥1,010,０００.-

￥８，０００.-　　　　累計　￥３８７，０００.-

山 崎 会 員 山本会長、源幹事、理事、役員の皆様、１年
間本当にお疲れさまでした。有難うござい
ます。

田 中 会 員 山本丸の無事帰還に拍手を送りいたしま
す。理事役員の皆様、ご苦労様でした。

濃 添 会 員 山本会長、源幹事、執行部の皆様、お疲れ
様でした。

清 水 会 員 １年間、青少年奉仕へのご協力ありがとう
ござました。

小 山 会 員 １年間理事・役員の皆様有難うございまし
た。今年度の会長、幹事には、例会場の禁
煙をお願いし、理事会で決定いただき有難
うございます。これまで何度も理事会に提
案しましたが、実現しませんでした。健康増
進法改正法が来年４月から完全施行され
るので、１年前倒しとなります。煙草を吸わ
れる方、ごめんなさい。

吉 羽 会 員 山本会長、源幹事、１年間お疲れ様でした。

山 本（ 隆 ）会 員 完全燃焼

中 村 会 員 最終例会、山本会長、源幹事、１年間お疲
れ様でした。源幹事には引続き宜しくお願
い致します。ご苦労様です。ロータリアンの
鏡ですね！！

小 山 会 員 今年度の理事・役員の皆様ご苦労様でし
た。源幹事様には来年度もよろしくお願い
いたします。これで今年度の寄付への標準
額達成です。

期に来ているのではないかと思います。ケネディが言うように、
各会員がクラブのために自分に出来る事を考え、実行する。若
いうちは鍛えるロータリー、年齢を重ねれば養うロータリー。
様々な事情を考慮して棲み分けをし、その持ち味を生かし合っ
て共存すれば、クラブの将来にプラスだと思います。しかし、守
破離の教えは、武道の根元的精神や技の基本を逸脱することを
許しません。ロータリーの基本を逸脱せず、長年に渡って築いて
きた日本語学校等との関係を大切にすることも忘れてはならな
いのだと思います。クラブ円満の秘訣は、世代間で考え方は違
っても、お互いの気持ちが分かり合えるクラブになること。人心
の安定が第一だと思います。

06月28日（金） 第５回炉辺会合　善茶坊　６：３０
07月02日（火） 理事会

寄付金の最終お願い

*年間行事予定の変更について
クラブフォーラムと卓話担当者を同じ日に設定しました。

幹事報告 幹事：源 壽美子

委員長：巽 健一国際交流基金運営委員会報告

次年度の出席・親睦委員長を仰せつかりました秀島です。
7月23日は、浮舟会員の卓話ですが、マッハ文朱さんを呼ん

で下さることになり、せっかくですので夜例会にして水野靖彦新
会員の歓迎会を兼ねることになりました。
マッハさんはロータリークラブの会員でもあるそうで、あちこ

ちのロータリーで卓話やクリスマスイベントを引き受けておら
れます。
この夜例会もにぎやかな会にしたいと思いますので、会員各

位はもとより家族及び会員候補者にも積極的なお声がけをお
願いします。
場所は太閤園、時間は18：30から約2時間となりますが、具

体的なプログラムは7月8日に浮舟会員がマッハ文朱さんご本
人と面談の後にご本人の希望も踏まえて作成致しますので、あ
らかじめお伝えします。

委員長：秀島博規次年度出席親睦委員報告

部長：巽 健一

グリーブコーラス同好会出演お知らせ

・７月１４日 （日曜日）NHK大阪ホール
『大阪グランハーモニーアイリス設立３０周年第１２回チャ
リティー愛のコンサート』開催
開場12：30 開演１３：００ 入場料￥1,000
是非時間の許せる方は、お越しください。

・練習会案内と案内状の訂正事項のご報告

田中英司、大草修、山崎修一、濃添敬造

木村和雄、小山義之、大草修、須田幸史朗、
田中信明、巽健一

7/1 水間頼孝、濃添敬造     

7/1 津野友邦、 7/16 秀島博規
各会員

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

【5年】濃添敬造

在籍年数

須田幸史朗、山本隆一

１年間皆出席

今月の表彰とお祝い



担当：巽会員

6月25日【163７回】

会員数　 　 　 　 33名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   21名中  12名

出席免除会員  12名中  8名

出 席 率 20/29  68.97%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 20名

前々回  6/11  Ｍ/Ｕ 4名

修正出席率 89.29%

-卓  話-

退任挨拶
担当：理事・役員

お陰様をもちまして、この日を迎えることができまし
た。就任以来、今日まで、伝統と格式ある、このクラブの
会長を務めさせて頂いたことは、私にとりまして名誉な
ことであり、誇りであります。会長としての務めを終える
にあたり、源幹事をはじめ理事役員の皆様、各委員会の
運営管理にご尽力いただいた皆様、そして、共に活動し
た全ての皆様に心より御礼申し上げます。来るべき次年
度が、大草会長のもと、クラブにとって実り多き年度とな
ることを祈念いたします。一年間、本当にどうもありがと
うございました。

山本　隆一会長

会長エレクトとして、1年間何もしないままに経過して
しまいました。
次年度は頑張りますので、みなさんのご協力宜しくお
願い致します。
1年間、ありがとうございました。次年度は更に宜しく

お願い致します。

大草　　修会長エレクト

今年度、なんとか幹事を終えることができました。
ロータリーについて、例会や地区委員会で勉強させて
いただき少し理解できたように思います。
言葉の意味を少し理解することができましたので、次
年度は添えをベースに実践していければと思います。
会長はじめ会員の皆さまのご協力があり、ゴテゴテの
幹事を支えていただきましたことを感謝申し上げます。
事務局の樋口様には、多大なご迷惑をおかけし申し
訳ございませんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これで、退任のご挨拶に変えさせていただきたいとこ
ろですが、なんと次年度も幹事を仰せつかりましたので
引き続きよろしくお願いいたします！

源　壽美子幹事

ロータリー活動を通じての高潔な人格形成、これが
ロータリーの目的である訳ですが、その中核的な奉仕活
動が職業奉仕です。とは言っても、じゃあ職業上一体何
をして自己の内面的な人間性を高めていくのか、という
問いにはなかなか答えられません。私も皆さんにそれを
提示できませんでしたが、機会ある度に私もわかりませ
んと言ってきましたので、皆さんにも考えるきっかけは与
えられたのではないかと思っています。今後も一人の

ロータリー活動を通じての高潔な人格形成、これが
ロータリーの目的である訳ですが、その中核的な奉仕活
動が職業奉仕です。とは言っても、じゃあ職業上一体何
をして自己の内面的な人間性を高めていくのか、という
問いにはなかなか答えられません。私も皆さんにそれを
提示できませんでしたが、機会ある度に私もわかりませ
んと言ってきましたので、皆さんにも考えるきっかけは与
えられたのではないかと思っています。今後も一人の
ロータリアンとしてこの難しい問いの答えを探していこ
うと思います。この１年間、どうもありがとうございまし
た。

水間　頼孝職業奉仕委員長

１年間社会奉仕委員長を務めさせて頂き、会員の皆さ
んのご協力を頂き何とか任務を全うすることが出来まし
たことを感謝致します。メインの鶴見区民祭りが幸か不
幸か台風の為中止となってしまいましたが、また次年度
も引き続き社会奉仕委員長を拝命いたしておりますの
で、引き続きご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げ
ます。有難うございました。

中村　浩一社会奉仕委員長

１）国際奉仕担当として、1年何も出来なかった事のお詫
び。

２）今年も華朋とも協同事業と次年度に向けて、作文コン
　　クールとのジョイントをより具体的に進めていきた
い。

発　　剛士国際奉仕委員長

本年度の委員会の活動としては、結局、秋の「交際交流
のつどい」を企画・準備しただけで、青少年奉仕委員会の
本来の活動はほとんどできませんでした。
ことに、地域の青少年との関わりを進めることができな
かったことは、青少年奉仕担当理事として申し訳なく思っ
ております。この問題は、継続して検討すべき課題として
次年度に引き継いでお願いすることにしたと思います。
今年度の皆様の当委員会へのご協力にお礼申し上げ

ます。

清水　正憲青少年奉仕委員長

人数が少なくて、委員の皆様にはかなりのご負担をお
かけいたしましたが、何とか１年間を無事終了すること
ができました。
ご協力、心より感謝申し上げます。

山崎　修一SAA委員長




