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本日のプログラム

第1033回（本年度 第15回）例会

次回 10/30 のお知らせ

♬SONG : 「４つのテスト」
■台北福齢RC姉妹クラブ締結
　10周年記念例会
　　17：30～　例会
　　18：10～　記念式典
　　18：40～　祝賀会
　場所：桜苑

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●職業奉仕クラブフォーラム
　福田 忠博 委員長

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。本日は泉ガバナーをお迎え致しまして例会を
させて頂きます。お忙しい中お越しくださいまして誠にありがとうござ
います。

また樟葉RCより金森様、我がクラブ名誉会員伏見様、新入会員候補
の藤本様、ようこそお出で下さいました。ごゆっくりご歓談下さいませ。

　本日はガバナー公式訪問日でございます。例会前にガバナーと懇
談会をさせて頂きました。本年度のガバナーの方針であります「ロー
タリーに輝きを」のテーマの元、事業を拡大している訳ですが、一人
のメンバーの輝きならば力を発揮することは難しくとも、数十人、何百
人と集まりますと大きな輝きとなり、色々な角度からの視点で発展に



ロータ
リーに

2014
-2015

年度

国際ロ
ータリ

ーテー
マ

輝きを

大阪中
之島ロ

ータリ
ークラ

ブ
国際ロ

ータリ
ー

第 2660 地区

繋がるのではないでしょうか。

また我がクラブの特色の一つと致しましては、社会奉
仕事業に力を入れていることです。11月には三世代
RCにおける社会奉仕事業が行われます。

今月の30日・31日は台北RCとの締結10周年の記念
事業の式典が行なわれます。実行委員会の方々で構
成等を練って頂いております。また京都観光におきま
しては、井戸本会員に非常にお世話になっている次
第です。より一層の輪を広げて参りたいと思っており
ます。無事に成功します様、皆さまのご協力を宜しく
お願い致します。

本日のメニュー
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先附
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2014-15年度第1032回（第14回例会）
幹事報告 (10/16)

幹事  辻　 義光

■10月18日（土）2014年度第6組インターシティミー
ティングが開催されます。皆様ご出席のほどお願いし
ます。

　1． 時間　13：00～17：00

　2． 場所　コングレコンベンションセンターホールA
　　　　　 （グランフロント大阪北館B2F）

■10月23日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムを行
います。福田委員長よろしくお願いします。

■10月30日（木）台北福齢RC姉妹締結10周年行事を
行います。当日は夜例会です。

■10月31日(金)台北福齢RCと京都観光、夜は料亭ちも
とにて食事します。
　ご出席される方、よろしくお願いします。

■11月1日（土）16時より大阪鶴見RC創立30周年式典
が太閤園で行われます。
　会長、幹事出席いたします。

■クラブロータリー財団委員長会議が開催されます。

　1. 日時　2014年11月1日（土）　13：30～15：45

　2. 場所　薬業年金会館601号室

　ロータリー財団委員長、出席お願いします。

■11月3日（月）、4日（火）東北震災支援の贈呈式に会
長ほか5名、岩手県岩泉町へ行きます。

■11月6日（木）委員会報告です。各委員長よろしくお願
いします。

今週のラジオ体操



大阪中之島ロータリークラブ公式訪問卓話

国際ロータリー第2660地区 ガバナー　泉 博朗 様

皆様こんにちは、本年度、地区ガバナーを仰せつかりま
した大阪帝塚山ロータリークラブの泉でございます。本
日は、敬愛する大阪中之島ロータリークラブの皆様方に
お会いできましたこと誠に光栄であります。どうぞよろし
くお願いいたします。
大阪中之島ロータリークラブは1992年牛嶋会員を初
代会長として創立され、22年にわたり、地区にご貢献し
ていただきましたこと、感謝申し上げます。また、7名の
チャーターメンバーに在籍をいただき、まさに、2660地
区の誇りであります、今後ともよろしくお願いいたします。
そして、高島会員を2010年-2011年ガバナー補佐とし
てそして、2012年-2013年度にはガバナーとして、輩出
されました事、特に、高島会員とは同期のガバナー補佐
であり、また皆様方とは春のライラをホストしていただ
き、思い出深いクラブであります。さらに高島会員は地
区諮問委員会、地区ガバナー指名委員会、意義ある業
績賞委員会、地区研修委員会サブリーダー、そしてRI第
三ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター補佐、
地区社会奉仕部門顧問を、村橋会員は地区研修委員会、
地区災害支援委員会、福田会員は地区拡大増強委員会、
檜皮会員は地区ロータリー財団資金推進小委員会、栗
山会員は地区ロータリー財団職業研修チーム担当グ
ループ、杉村会員は地区ロータリー財団ポリオプラス小
委員会、松任会員、梅原会員は地区広報委員、嶽下会員
は地区国際奉仕委員会、に出向していただいておりま
すこと、高いところからではございますが、あらためて、
お礼を申し上げます。
本年度RI会長は台湾台北RCのゲイリーホァン氏であり
ますが、そのテーマはLIGHT UP ROTARY（ロータリー
に輝きを）であります。地区としてのテーマは「ひとりひ
とりの輝きで、あなたの地域を輝かそう」であります。RI
の方針、地区の方針の詳細につきましては、ガバナー月
信7月号を全会員に配布いたしましたので、ご参照して
いただきたいと思います。
ロータリーの基本方針は「親睦」と「奉仕」であります。私
は、PETS、地区研修・協議会におきまして「親睦は石垣
　奉仕は城」と申しました。いくら立派なお城でも、砂上
の楼閣では、やがて崩壊いたします。親睦を基礎とした
絆で、より効果の高い奉仕が実現し、大きな感動を共有
することが出来るのです。また奉仕を通じて、親睦が深
まることを多く経験いたしました。親睦を燃料とし、奉仕

の炎を燃やしていただきたいのです。「親睦」と「奉仕」
の結果、すなはち、「ロータリー活動」の結果、私たちは
何を得るのでありましょうか。それは「寛容の精神」と「信
頼感」であります。「親睦」と「奉仕」を通じて、互いに理解
し合い「信頼」と「寛容」を感じ合うわけであります。
皆様の心に触れる奉仕活動を見つけていただきたいの
です、そして、その「奉仕」を深めていただければいいわ
けであります。
「一隅を照らすこれすなわち国の宝なり」という言葉が
あります。皆様おひとりおひとりがご自身の周りを照らす
ことが結果として全体を照らすという考え方であります、
まさに「Light up ROTARY」、「ひとりひとりの輝きで、あ
なたの地域を輝かそう」であります。
次に、「職業奉仕」についてでありますが、職業奉仕とは、
「職業をもって社会に奉仕する」ということです、これは、
コンプライアンス、職業倫理を超越した、むしろ、個人と
して、ご自身の職業とどの様に向かい合うかという、いわ
ゆる職業観、人生観に基づく奉仕と考えられないでしょう
か。自分の仕事がどのように世の中に役に立っているの
かを考えながら、そして、感じながら、仕事を出来るよう
になることが、ロータリアンの目指すべき姿ではないか
と思うわけであります。その指針が「4つのテスト」であり、
「最も奉仕する者、最も報われる」という言葉であります。
未来は若者によって作られます、そして、若者たちは、私
たちを見て、未来を感じているのです。若者の前では、
明るい未来、力強い未来を語って欲しいわけであります。
私たちの地区大会は12月5日、6日と行われますが、
テーマは「英知を集め未来を築こう、今 羽ばたこう、未
来に向かって」と致しております。地区大会につきまして
は、例年同様全員登録をお願いいたしたいと思っており
ます。全員のご登録と、ご参加のほどをよろしくお願い
いたします。
　本年度は、ゲイリーホァンRI会長の推奨事業でありま
す「ロータリーデー」の実施をお願いいたしております。
地区といたしましては、2015年5月5日のこどもの日に
「ロータリーフェスティバル Light up OSAKA　考えよう
子供の未来に出来る事」と銘打って、中之島公会堂を借
り切りまして行う予定であります。
　今年度のもう一つのキャッチフレーズは、「楽しい
ロータリー、待ち遠しいロータリー、わくわくするロータ
リー」であります。皆様が集うかぎり、楽しくなくてはなり
ませんね。いろいろな楽しみを皆さんご自身のクラブの
中で見つけてほしいわけであります。
皆様おひとり、おひとりが活性化すれば、自然と英知が
集まり、未来を築く力が湧いてくるということであります。
貴クラブの皆様は、私たちの仲間であります。また、
2660地区におきまして、なくてはならない存在でありま
す。共に力を合わせ、意思の疎通をはかり、この伝統あ
る2660地区のクラブであってよかった、ロータリアンで
よかったと言えるように感じていただき、今後とも益々
のご発展、ご活躍をされることを祈念いたしまして、ご挨
拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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下岡：泉ガバナーようこそおいでくださいました。
嶽下：泉ガバナーようこそおいでくださいました。ニ

コニコ
辻(義）：泉ガバナーをお迎えしてニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：泉ガバナーをお迎えしてニコニコ
針谷：泉ガバナー公式訪問有難うございます
高島：泉ガバナー公式訪問有難うございます。ご指導

よろしくお願いします。
犬飼：泉ガバナーようこそ
小林：泉ガバナーをお迎えしてニコニコ
北村：泉ガバナーようこそおいでくださいました。
井戸本：泉ガバナーをお迎えして
永井：泉ガバナーようこそおいでくださいました。歓

迎いたします。
西田：泉ガバナーようこそおいでくださいました。
栗山：泉ガバナーようこそおいでくださいました。

本日合計 : ￥36,000
累　計 : ￥552,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 3名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 1名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 85.71%
9月25日の修正出席率 88.88%

●メイクアップ
安達 昌弘  9  月28日 ガバナー杯野球大会
松任 保勇  9  月28日 ガバナー杯野球大会

●本日のゲスト
早瀬会員ご紹介 藤本 淳司 様

●本日のビジター
大阪帝塚山RC （ガバナー）泉　 博朗 様
くずはRC 金森 市造 様
名誉会員 伏見 　隆 様

「シルクロード」新刊のご案内
いつも「これが最後」と思いながら執筆しておりま
すが、書き残しておきたい最大のテーマがありま
した。朝日新聞社の創刊120周年記念プロジェク
ト「シルクロード 三蔵法師の道」で取り組み、定年
後も旅を重ねています「シルクロード」です。

今年6月、「シルクロード・天山回廊」が、「富岡製糸
場と絹産業遺産群」と同時期に世界文化遺産に登
録されました。年初来、旧知の前田耕作先生から、
｢あれほどのブームだったシルクロードの熱が冷
め、文化庁やマスコミも取り上げなくなってきたの
はどうしたことでしょう。｣とのお話がありました。

私は、4年前から故平山郁夫画伯の顕彰に関わっ
ている事もあり、世界文化遺産登録の陰で、国際交
流や文化財保護に取り組んでいる日本人のことも
知ってほしいと、新たな取材と資料収集を進め、三
五館のご理解を得て、出版にこぎつけた次第です。

さて今回の出版は思いのこもった一冊になりまし
た。1944年8月14日生まれの小生が、2014年の
古希の年に14冊目の本を出すことができたのも
感慨深いものがあります。リスクを負って出してい
ただいています出版社への「恩義」もあり、ご支援
を願う次第です。

四六版並製240ページに、写真家の萩野矢慶記さ
んや平山画伯の作品、さらにはバーミヤンやニヤ
など貴重な写真を提供していただき16ページの
カラーグラビアを掲載しています。税・送料サービ
スの特価1,500円にてお求めいただけます。

お申し込みいただける場合は、添付チラシの記載
をご覧ください。

季節の変わり目です。お体には留意なさってください。

2014年10月 吉日　白鳥 正夫　拝


