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会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日の例会後に新旧合同理事会を開催致します。今年度と次年度の
理事会メンバーが出席し、今年度から次年度の実質的な引継ぎとク
ラブ運営に関する情報の共有を行い、次年度のスタートに向けた準
備でもあります。

さて、この数日の報道番組に放映されているアメリカンフットボール
の試合中に起こった問題映像をご覧になられていると思います。大
学生のクラブ活動の一環として行われる試合において、ルールを無

本日のプログラム

次回 5/31 のお知らせ
♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　米山奨学事業について
　嶽下 勇治 会員

♬SONG : 「我等の生業」
●卓話　ロータリー歴10年になりました
　杉村 雅之 会員
■第4回 新旧合同クラブ協議会　
　13：40～　サファイアルーム



■本日の卓話は坂本会員です。坂本会員よろしくお
願いいたします。

視し重大事故に繋がる様な危険なプレーがあった事
実の背景に何があったのか、忌々しき問題であると
思いました。

アメフトのディフェンスライン選手のハードなトレー
ニングによって鍛えた肉体は、体重100キロを超え一
見プロレスラーの様な強靭な体格であります。

この様な選手が固いプロテクターを身に付け、無防
備な状態の選手に故意に危険な激しいショルダー
タックルをしたらどうなるのか、誰が見ても許される
プレーではないはずです。

このプレーで負傷した選手は、プレーの司令塔役で
あるクウォーターバックでありゲームの勝敗に大きな
影響を与える存在であります。ルールを無視して恣意
的な危険ラフプレーが何故行われたのか、学生ス
ポーツ界に起こった残念な出来事であり、これからの
原因究明が待たれます。

あらゆる組織においてもリーダーの指針によって、こ
の様な事態が起こり得る共通点があるのではないで
しょうか。

■5月24日（木）の卓話は杉村会員です。杉村会員よ
ろしくお願いいたします。

■5月31日（木）の卓話は高島会員です。高島会員よ
ろしくお願いいたします。

■6月7日（木）は委員会報告です。各委員長ご報告よ
ろしくお願いいたします。

■本日、例会終了後新旧合同理事会があります。新旧
の理事･役員の皆様出席お願いいたします。

■5月24日（木）、例会終了後新旧合同クラブ協議会
があります。新旧の委員長の皆様出席お願いいた
します。

■地区より「第2660地区2018-19年度のための会
員増強セミナー」開催のご案内が来ています。

　1．日時：2018年6月2日（土）14：00～17：00

　2．場所：大阪YMCA 2F大ホール

　西田会長エレクト、辻義光次年度会員増強委員長、
出席お願いいたします。

■地区より「2018年度インターアクト新入生歓迎会」
のご案内が来ています。

　1．日時：2018年6月3日（日）9：30～16：00

　2．場所：相愛中学・高等学校　4階講堂

　井本インターアクト委員長、杉村地区委員よろしく
お願いいたします。

■6月9日～11日は台北福齢RC様20周年事業への
訪問です。ご参加されます会員の皆様よろしくお願
いいたします。

■地区より「My Rotary/クラブセントラル/Rotary 
Showcase IM別説明会」のご案内が来ています。

　1．日時：2018年6月18日（月）15：00～17：00

　2．場所：地区ガバナー事務所

　3．持参品：WiFi可能なパソコン

　4．対象者：会長、会長エレクト、事務局員

　申込は5月18日（金）まで。

■「2017-18年度 青少年交換来日学生 日本語ス
ピーチ発表会及び来日学生・派遣学生 歓送会の
ご案内」です。

　1．日時：2018年6月16日（土）
　　　　 15：30　来日学生スピーチ発表会
　　　　 17：00　来日学生･派遣学生歓送会

　2．場所：シティプラザ大阪 4F

　3．登録料：歓送会参加は5,000円、
　　　　　  スピーチ発表会は無料

2017-18年度第1198回（第41回例会）
幹事報告 (5/17)

幹事  辻 義光



皆さん、こんにちは。

今日は、今、私が思っている事をお話しさせて頂くこ
とにしました。

タイトルは【私の50代のチャレンジ】です。

私は昨年の9月で50歳になりました。自己紹介の時
に少しお話ししましたが、私は30歳になる時は、自分
で店を持とう、40歳になる時には仕事を休んで留学
をしよう、と、閃きがありました。

50代には自分が何を目指そうと思うのか、自分で楽
しみにしていました。

昨年から50歳の誕生日を意識して、今度は何を思い
つくのかな～～と待っていたら、キーワードは【東京】
でした。

例えば、昔馴染のお客様が東京支店長になられた、
広報部長になられた、などなど、東京、東京と東京に
関わる話がやたらと耳に入ってきました。

あれ？これは東京に来なさい、というお告げかな？と、
思い当りました。

実は30代の頃に一度、銀座でお店を出したいと思っ
た時期があり、当時、軽く調べてみたら、敷金や家賃
などが大阪よりもはるかに高く、大阪と東京を行き来
する経費や東京での住居費を考えると怯んでしまっ
て諦めたという過去があります。

昨年、早速、知り合いの方に銀座の店舗情報を調べ
てもらいました。

新地の1.7倍位のお家賃だと判りました。人件費は意
外にも北新地と変わらないそうです。

中東地域の話

福田 忠博 会員

私の50代のチャレンジ

坂本 恵 会員

東京でお店を出して、昔、お世話になった方々にお会
いしたい気持ちが日に日に強くなってきました。

ほとんどのお客様がサラリーマンなので、後10年も
すれば定年退職されます。

行くなら今のうち、という気持ちがしています。

さて、東京に店を出すとなると、家を開ける日が増え
ます。そうなると、唯一の心配事が息子の事でした。

息子と私の母の二人暮らしにするには不安で一杯で
した。

既に我が家では、私が夜に家を空けるので、子供を
母に任せるようになってから、たったの3ヶ月で虫歯0
本から8本になりました。

小学校に通い始めてからは時間割も明日の準備も全
て、おばあちゃんがやってしまう、という最悪の状況に
なってしまいました。

息子が二年生になる時には忘れ物をしてもよいから、
自分でさせるように、口うるさく母に頼みましたが、私
の母、つまり、お婆ちゃんが、即座に行動しない息子
に我慢できず、文句を言いながら、結局全部、自分が
してしまうと言う悪循環になっていました。

息子は2年生になっても何も自分でできない、しよう
としない子供になっていました。。。

昨年の秋、知人に、東京に行きたいけど、息子とお婆
ちゃんを2人きりにするのは、息子の将来のために不
安が大きいと私がこぼしました。

すると、その知人が、それなら全寮制の学校に入れた
ら良いのでは？全員が親元を離れて同じ環境であれ
ば、自分1人だけ寂しい思いをしなくても良いんじゃ
ないか？と話してくれました。

目から鱗の発想でした。なるほどー！！！！！その手が
あったか！？と。。。

早速、私は昨年の10月から息子の学校探しを始めま
した。

インターネットで小学校、全寮制というキーワードを
入れて検索すると一番最初に千葉県の暁星国際小
学校が出て来ます。

早速、息子を連れて見学に行きました。そこでは数名
の小学生が校長先生と生活を共にしています。とても

無償で特許を開放されています。日本の電機業界が
発展できたのは政木和三先生のお蔭だと言っても過
言ではないようです。

政木先生は著書の中で「幸せの鍵は陰徳にあり」究
極の陰徳とは、自分が意識をせずにしている行動が

誰かの役に立っている、という事だと仰っています。
意識をせずに何かをして、誰かの役に立つ、というの
はイメージしにくいのですが、例えば、自分の好きな
事、自分が楽しくてしている事が誰かを喜ばせる、と
いうのなら解るような気がします。例えば、すごく歌う
事が好きな方がとても歌が上手であれば、その人の
歌を聞いて周りは幸せな気持ちになります。例えば
花を育てるのが好きな方が家の前を花で一杯にして
いたら、その家の前を通る人達が花を見て幸せな気
分になります。

そして、その好きな事が仕事であれば、仕事をするこ
とにより、そこには貨幣が介在しますが、仕事を通し
て人の役に立つ、喜ばせる、幸せにする、これがロー
タリーの職業奉仕なのではないかと思いました。

私の仕事の場合では、お客様がご利用下さる目的は
いくつかあると思われます。

お客様のご接待のお手伝いという事も大きな役割で
すが、やはり一番の目的はお客様の自己肯定感を満
足させる事ではないかと思いました。

先月、鬱を生まれて初めて体験した時に、私なんかい
なくても、私なんか、と自己否定する気持ちが湧いて
きた時、とても苦しかったです。

私の場合は一人で部屋にこもり、座禅で乗り切りまし

たが、こんな時に、「そんな事ないですよ。」と言ってく
れる人が傍にいたら気が楽になるのではないかと思
いました。

私は私の仕事を通して、お客様の気持ちが少しでも
楽になるお手伝いをすることが私なりの職業奉仕で
はないかと思いました。

このような話がお嫌いな方は無視をして頂きたいの
ですが、スピリチュアリズムによると人は魂の向上、
魂の修行をする為に、今世、何を学ぶかテーマを決
めて、親も自分で選んで生まれてくるそうです。

1番修行になりそうな環境を選んでくるそうです。

そして、生まれてくるときに前世の記憶が残っている
と気を使ってしまって、お母さんのおっぱいも飲めな
くなるので、前世の記憶は生まれる時に無くなるのだ
そうです。

人生に良い種を撒いたら良い実がなり、今世で刈り
取れない場合は来生で刈り取る、悪い種を撒いたら
悪い実がなる。何か嫌な事や悪い事が起こったら、そ
の原因を自分が前世で撒いていたのだろうと思い、
ぐっと堪えて良い方に捉える。

自分が人にしてもらって嬉しかったことは、自分も人
にしてあげる、人にされて辛かった事は自分で終わり
にして、人にしない。

50年生きてきて、学んで身に着けてきた事って、まだ、
ほんの少ししかありません。

ロータリーでは世界の困っている人達への経済的な
援助という事を教えて頂きました。

人に頼まれたらノーと言わないという事もです。昨年、
PTAで学級委員長を頼まれた時も引き受けてしまい
ました。

ロータリーに入っていなければ絶対に断っていたと
思います。

話があちこちに飛びましたが、私の50代のチャレン
ジは東京に店を出す事です。

そして、もっともっと自分を好きになれるように努力し
て、もっともっと人を愛せる人間になりたいです。

もうひと頑張りしたいと思っています。

御清聴を有難うございました。



良い学校でしたが問題は毎週末、子供が帰宅する事
でした。そうなると住まいを完全に東京に移さねばな
りません。今は東京に住居を移す気持ちになれず、暁
星国際は諦めました。岡山にも全寮制の小学校があ
りましたが、こちらは、不登校の子供が行く、というイ
メージでしたので、見学に行きませんでした。

そして、和歌山県に、きのくに子供村学園というユ
ニークな学校がありました。息子も大変気に入ったの
ですが、すごく人気がある上に定員も少なく、新一年
生以外、空きが出ない限り入学できない状況でした。
姉妹校が長野県、福井県、福岡県にありましたが、ど
こにも空きがありませんでした。

簡単に入学できると思っていたのですが、そもそも全
寮制の小学校の数が少なかったのです。

息子は寮生活に夢が膨らみ、すっかり3年生で転校
する気になっていました。

行ける学校が無いというのも可哀想で、どこかない
かと、インターネットで検索を続けているうちに、山村
留学というものを見つけました。

山村留学と言う制度は、私は全く知らなかったのです
が、都会から子供達を受け入れて、過疎化の進んだ
村で小学校が廃校になるのを防ぎ、村の子供達と都
会の子供達の交流を通して、お互いに良い影響を与
え合おうという目的の制度です。都会の親は自然の
中で子供に教育を受けさせたい、自立を促したい、な
ど思いはさまざまですが、とにかく親元を離れて子供
たちが寮生活を体験しながら地元の小学校に通いま
す。農家でのホームステイタイプもあります。

一年毎に進路を決められる制度なので、これは良い

と思いました。

調べてみると日本全国に留学生を受け入れている地
域が沢山ありました。

息子に山村留学の話をすると、なぜか子供は、長野
県に行きたいと言いました。

理由を聞くと、雪が積もるところに住んでみたいから、
という事でした。

どこで長野県を知ったのかもわかりませんが、とりあ
えず、息子の希望地の長野県と、ネットで、ご自分の
お子さんを愛媛県に行かせて、絶賛されていた方が
いたので愛媛県も候補地にしました。

この2つに加えて、大阪から近いという理由で兵庫県
の神崎郡にも見学に行きました。

全て泊まり込みの見学です。そこで初めて田舎の公
立小学校を見ましたが、大阪市北区の堀川小学校と
比べると、田舎の学校は広くて設備も良く、子供の数
に対して、先生の数が多いので子供達に先生の目が
十分に行き届きます。授業中、子供達はどんどん、当
てられる順番が回ってくるので、うちの息子でさえも
飽きずに集中していました。

さて、私は正直、お金さえ出せば、気軽にどこでも入
れると思っていました。ところが、昨今、山村留学制度
は年々人気が高まってきているそうです。

競争率が高かったのです。

私達親子が山村留学を希望するきっかけは私の仕
事の都合でした。実際に山村留学の見学に行って驚
いたのは、ふたを開けてみると都会で受験勉強の為
の勉強をさせることに疑問を持つ親御さん、勉強は
できても社会に出て心が折れやすい子供にしたくな
い、自然の中で学ばせたい、自立を促したい、などご
家族ではっきりした教育方針をお持ちで来られてい
る方が多くて驚きました。

愛媛県は合格を下さったのですが、私達が辞退しま
した。理由は寮生活に規律が余り無いように見えた
からです。

元気いっぱいの子供たちに寮母さんが叫びっぱなし
でした。

子供達は始終、騒いでいました。うちの子も一緒に寮
の中を走り回り、大騒ぎでした。

そして食事内容や礼儀作法が雑に感じました。子供
と離れて生活する以上は出来るだけ普段学べないこ

とを教えてもらえる環境においてやりたいと思ったか
らです。

行き先が決まるまでの3か月間、私は落ち着かない
気持ちで過ごしていました。息子は終始一貫、長野県
に行きたいと言っていました。

長野県の寮生の子供達は愛媛県と違って驚くほど静
かでした。うちの息子は明らかに浮いていました。

子供達が余りにも静かなので理由を聞いてみると、
『毎朝6時に起床、軽く運動してから食事を済ませて、
その後、片道40分歩いて登校します。

学校の運動場で下校時間まで、ほとんどの子達が地
元の子供達と外遊びをしてから、また40分かけて下
校するので、この時間にはもう、（夜の8時頃でした
が）エネルギーを使い果たして、子供達は宿題を済ま
せるのがするのが精一杯なんです。

基本的には皆元気なんですが、平日はこんな感じで
す。』と寮長さんが仰っていました。

意外だったのは、息子が賑やかな愛媛県ではなく、
静かな長野県に行きたいと言った事でした。

長野県は他にも留学センターがいくつかあるのです
が、どこも関東からの希望者が多く、かなり難関だと
聞いていました。私は息子が合格できるかとても不
安でしたが、ご縁があって、長野県の北相木村のセン
ターから合格通知を頂きました。

東京から長野県は近いので、子供の留学先が長野県
に決まったら、完全に東京に行きなさいと言う神様の
お告げだと思っていました。そうして私の目標も決ま
りました。

その様なわけで先月の四日から息子は長野県南佐
久郡北相木村で、総勢15名の子供達と寮生活をして
います。そして村の方々にお世話になりながら、農業
体験もしています。元気一杯の息子は村の生活をと
ても楽しんでいるようです。

さて、東京で店を出すなら声をかけたいと思っていた
女の子が2人銀座で働いています。

二人共、昔、私の店にいてくれた女の子達です。先月、
銀座まで会いに行ってきました。

お店を任せられないか打診してみましたが、私の気
楽な予想に反して、2人にはあっさりと断られてしま
いました。

二人共理由は同じで、今、働いているお店のママさん

に、大変よくしてもらっているから店を辞められない、
という理由でした。

その様な義理堅い子達なので、私も声をかけてみよ
うと思った理由です。

やはり、私が東京に行って自分で店を立ち上げて、軌
道に乗せて、利益がこれくらい上がるから、歩合がこ
れくら出せますよ、という具体的な数字を示さないと
彼女達を含めて誰も乗って来ないだろうと思いました。

50歳を過ぎて新たな場所で生活を始める、というの
は不安ではありますが、フランスに一人で行った事を
思えば、言葉も通じますし、新幹線に飛び乗れば、
あっという間に大阪に帰って来れます。

とりあえず、やってみよう！これが私の50代のチャレ
ンジ目標になりました。

ところで、子供が長野県に行ったら、私の母がボケは
しないかと心配していたのですが、母は水を得た魚
のように遊びまわって元気はつらつとしています。

そして、まさかの、私の方が鬱のようになってしまった
のです。

生まれて初めての経験でした。

子供が長野県に行ってしまった事でほっとしたのか、
一気に更年期の症状が現れました。

心の中にぽっかり穴が開いてしまったような、家がこ
んなに静かで、音が無くて、誰にも必要とされていな
い感覚。

店にいる時も、自分が透明人間のように感じました。

さあ、4月からどんどん活動しようと思っていたのに、
出勤前になると頭痛やホットフラッシュが酷くなって、
当日欠勤を重ねてしまいました。長い人生の中で初
めての経験でした。

こんな時は人に会っても、人のエネルギーを奪ってし
まうだけなので、とにかく一人で過ごす事にしました。
早瀬さんに教えて頂いた座禅を沢山しました。とても
助かりました。

話は変わりますが、私が心から尊敬している方に政
木和三先生という方がいらっしゃいます。

残念なことに先生は2002年に既にお亡くなりになら
れていますが、ご存知の方、いらっしゃいませんか？
昔、ロータリーで講演されていた事も多いようですの
で、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか？

政木先生は、1000件以上に及ぶ、ほとんどの発明を



良い学校でしたが問題は毎週末、子供が帰宅する事
でした。そうなると住まいを完全に東京に移さねばな
りません。今は東京に住居を移す気持ちになれず、暁
星国際は諦めました。岡山にも全寮制の小学校があ
りましたが、こちらは、不登校の子供が行く、というイ
メージでしたので、見学に行きませんでした。
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と思いました。

調べてみると日本全国に留学生を受け入れている地
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息子に山村留学の話をすると、なぜか子供は、長野
県に行きたいと言いました。

理由を聞くと、雪が積もるところに住んでみたいから、
という事でした。

どこで長野県を知ったのかもわかりませんが、とりあ
えず、息子の希望地の長野県と、ネットで、ご自分の
お子さんを愛媛県に行かせて、絶賛されていた方が
いたので愛媛県も候補地にしました。

この2つに加えて、大阪から近いという理由で兵庫県
の神崎郡にも見学に行きました。

全て泊まり込みの見学です。そこで初めて田舎の公
立小学校を見ましたが、大阪市北区の堀川小学校と
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れると思っていました。ところが、昨今、山村留学制度
は年々人気が高まってきているそうです。
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ても楽しんでいるようです。

さて、東京で店を出すなら声をかけたいと思っていた
女の子が2人銀座で働いています。

二人共、昔、私の店にいてくれた女の子達です。先月、
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心の中にぽっかり穴が開いてしまったような、家がこ
んなに静かで、音が無くて、誰にも必要とされていな
い感覚。
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さあ、4月からどんどん活動しようと思っていたのに、
出勤前になると頭痛やホットフラッシュが酷くなって、
当日欠勤を重ねてしまいました。長い人生の中で初
めての経験でした。

こんな時は人に会っても、人のエネルギーを奪ってし
まうだけなので、とにかく一人で過ごす事にしました。
早瀬さんに教えて頂いた座禅を沢山しました。とても
助かりました。

話は変わりますが、私が心から尊敬している方に政
木和三先生という方がいらっしゃいます。

残念なことに先生は2002年に既にお亡くなりになら
れていますが、ご存知の方、いらっしゃいませんか？
昔、ロータリーで講演されていた事も多いようですの
で、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか？

政木先生は、1000件以上に及ぶ、ほとんどの発明を



皆さん、こんにちは。

今日は、今、私が思っている事をお話しさせて頂くこ
とにしました。

タイトルは【私の50代のチャレンジ】です。

私は昨年の9月で50歳になりました。自己紹介の時
に少しお話ししましたが、私は30歳になる時は、自分
で店を持とう、40歳になる時には仕事を休んで留学
をしよう、と、閃きがありました。

50代には自分が何を目指そうと思うのか、自分で楽
しみにしていました。

昨年から50歳の誕生日を意識して、今度は何を思い
つくのかな～～と待っていたら、キーワードは【東京】
でした。

例えば、昔馴染のお客様が東京支店長になられた、
広報部長になられた、などなど、東京、東京と東京に
関わる話がやたらと耳に入ってきました。

あれ？これは東京に来なさい、というお告げかな？と、
思い当りました。

実は30代の頃に一度、銀座でお店を出したいと思っ
た時期があり、当時、軽く調べてみたら、敷金や家賃
などが大阪よりもはるかに高く、大阪と東京を行き来
する経費や東京での住居費を考えると怯んでしまっ
て諦めたという過去があります。

昨年、早速、知り合いの方に銀座の店舗情報を調べ
てもらいました。

新地の1.7倍位のお家賃だと判りました。人件費は意
外にも北新地と変わらないそうです。

東京でお店を出して、昔、お世話になった方々にお会
いしたい気持ちが日に日に強くなってきました。

ほとんどのお客様がサラリーマンなので、後10年も
すれば定年退職されます。

行くなら今のうち、という気持ちがしています。

さて、東京に店を出すとなると、家を開ける日が増え
ます。そうなると、唯一の心配事が息子の事でした。

息子と私の母の二人暮らしにするには不安で一杯で
した。

既に我が家では、私が夜に家を空けるので、子供を
母に任せるようになってから、たったの3ヶ月で虫歯0
本から8本になりました。

小学校に通い始めてからは時間割も明日の準備も全
て、おばあちゃんがやってしまう、という最悪の状況に
なってしまいました。

息子が二年生になる時には忘れ物をしてもよいから、
自分でさせるように、口うるさく母に頼みましたが、私
の母、つまり、お婆ちゃんが、即座に行動しない息子
に我慢できず、文句を言いながら、結局全部、自分が
してしまうと言う悪循環になっていました。

息子は2年生になっても何も自分でできない、しよう
としない子供になっていました。。。

昨年の秋、知人に、東京に行きたいけど、息子とお婆
ちゃんを2人きりにするのは、息子の将来のために不
安が大きいと私がこぼしました。

すると、その知人が、それなら全寮制の学校に入れた
ら良いのでは？全員が親元を離れて同じ環境であれ
ば、自分1人だけ寂しい思いをしなくても良いんじゃ
ないか？と話してくれました。

目から鱗の発想でした。なるほどー！！！！！その手が
あったか！？と。。。

早速、私は昨年の10月から息子の学校探しを始めま
した。

インターネットで小学校、全寮制というキーワードを
入れて検索すると一番最初に千葉県の暁星国際小
学校が出て来ます。

早速、息子を連れて見学に行きました。そこでは数名
の小学生が校長先生と生活を共にしています。とても

無償で特許を開放されています。日本の電機業界が
発展できたのは政木和三先生のお蔭だと言っても過
言ではないようです。

政木先生は著書の中で「幸せの鍵は陰徳にあり」究
極の陰徳とは、自分が意識をせずにしている行動が

誰かの役に立っている、という事だと仰っています。
意識をせずに何かをして、誰かの役に立つ、というの
はイメージしにくいのですが、例えば、自分の好きな
事、自分が楽しくてしている事が誰かを喜ばせる、と
いうのなら解るような気がします。例えば、すごく歌う
事が好きな方がとても歌が上手であれば、その人の
歌を聞いて周りは幸せな気持ちになります。例えば
花を育てるのが好きな方が家の前を花で一杯にして
いたら、その家の前を通る人達が花を見て幸せな気
分になります。

そして、その好きな事が仕事であれば、仕事をするこ
とにより、そこには貨幣が介在しますが、仕事を通し
て人の役に立つ、喜ばせる、幸せにする、これがロー
タリーの職業奉仕なのではないかと思いました。

私の仕事の場合では、お客様がご利用下さる目的は
いくつかあると思われます。

お客様のご接待のお手伝いという事も大きな役割で
すが、やはり一番の目的はお客様の自己肯定感を満
足させる事ではないかと思いました。

先月、鬱を生まれて初めて体験した時に、私なんかい
なくても、私なんか、と自己否定する気持ちが湧いて
きた時、とても苦しかったです。

私の場合は一人で部屋にこもり、座禅で乗り切りまし

たが、こんな時に、「そんな事ないですよ。」と言ってく
れる人が傍にいたら気が楽になるのではないかと思
いました。

私は私の仕事を通して、お客様の気持ちが少しでも
楽になるお手伝いをすることが私なりの職業奉仕で
はないかと思いました。

このような話がお嫌いな方は無視をして頂きたいの
ですが、スピリチュアリズムによると人は魂の向上、
魂の修行をする為に、今世、何を学ぶかテーマを決
めて、親も自分で選んで生まれてくるそうです。

1番修行になりそうな環境を選んでくるそうです。

そして、生まれてくるときに前世の記憶が残っている
と気を使ってしまって、お母さんのおっぱいも飲めな
くなるので、前世の記憶は生まれる時に無くなるのだ
そうです。

人生に良い種を撒いたら良い実がなり、今世で刈り
取れない場合は来生で刈り取る、悪い種を撒いたら
悪い実がなる。何か嫌な事や悪い事が起こったら、そ
の原因を自分が前世で撒いていたのだろうと思い、
ぐっと堪えて良い方に捉える。

自分が人にしてもらって嬉しかったことは、自分も人
にしてあげる、人にされて辛かった事は自分で終わり
にして、人にしない。

50年生きてきて、学んで身に着けてきた事って、まだ、
ほんの少ししかありません。

ロータリーでは世界の困っている人達への経済的な
援助という事を教えて頂きました。

人に頼まれたらノーと言わないという事もです。昨年、
PTAで学級委員長を頼まれた時も引き受けてしまい
ました。

ロータリーに入っていなければ絶対に断っていたと
思います。

話があちこちに飛びましたが、私の50代のチャレン
ジは東京に店を出す事です。

そして、もっともっと自分を好きになれるように努力し
て、もっともっと人を愛せる人間になりたいです。

もうひと頑張りしたいと思っています。

御清聴を有難うございました。



日　時：2018年5月17日（木）　13：40～14：40
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村（眞）・早瀬・下岡・辻（一）・嶽下・金森・井本・村上・戸田・檜皮・安達・辻（義）・藤　以上15名（敬称略）
配布資料
　1．第32回日本エイズ学会学術集会・総会の案内
　2．2018-19年度 名誉会員ご継続のお願い
　3．2018-19年度 RI第 3ゾーン「ロータリー戦略計画推進セミナー」プログラム
　4．2018-19年度 各委員会活動方針及び活動計画
　5．2018-19年度 年間行事計画（案）
　6．大阪中之島ロータリークラブ会員候補推薦書

2017-2018 年度 第12回　6月度定例理事会議事録 （新旧合同理事会）

開会の挨拶（村橋会長）

本日は今年度、最後の理事会で御座います。来月から
は次年度の理事会がスタート致しますが、次年度に跨
る今年度の事業も御座いますので、滞り無く事業が引
き継げる様に皆様には、ご協力をお願い申し上げます。

【審議事項】

1. 日本エイズ学会の市民公開イベント協賛

・協賛する事で　⇒［ 承認 ］
協賛資金額・支援内容については今後協議する

2. 次年度親睦活動小委員会・SAA合同委員会、親睦会

・日時：平成30年5月17日（木）18：00～
メイクアップの対象に　⇒［ 承認 ］

3. 新入会員の入会申込み

・村木博行氏の入会　⇒［ 承認 ］

4. 会員の退会

・坂本恵会員の退会　⇒［ 承認 ］

【報告事項】

1．職業奉仕委員会による出前授業

・インターアクトクラブ開明中学校　　
・講師：満村会員
・日程：2018年6月13日（水）9：00～9：50

2. 名誉会員継続手続き

・配布資料の2018-19年度名誉会員ご継続のお願い
を名誉会員に送付し、全員の継続意志を確認済み。

3. 「ロータリー戦略計画推進セミナー」出席について

・日程：2018年7月14日（土）
・場所：ホテルグランヴィア大阪
西田会長エレクトが出席する。

4. 米山記念館の見学について

・事業に関係する委員会で計画案を調整後理事会で
審議する

5. 次年度・次次年度ガバナー補佐のサポートについて

・2019-20年度 IM6組ガバナー補佐に北村 譲会員を
推薦する旨を報告した。
ガバナー補佐のサポートを大阪中之島RCとして協
力することを理事会で了承した。

6. 大阪開明中学・高校インターアクトクラブへの活動
費用について

大阪東RC様から下記の提案があり、次年度理事会で
審議継続する。

①活動費用を上・下期に分け、大阪東RC様、当クラブ
がそれぞれ予算として大阪開明IAに運営資金を預
託する。

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

皆様、本日は長時間に及ぶ議論をありがとうございま
した。また、今年度の理事役員の皆様、1年間、お疲れ
様でした。

次回の理事会より次年度の理事会が始まります。

皆様には大阪中之島RCの為にこれからも、ご協力を
宜しくお願い致します。

国際大会
　日程：6/24（日）～27（水）
　会場：カナダ・トロント

【’18年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1201

1202

1203

1204

44

45

46

47

委員会報告

会長・幹事退任挨拶

下半期新入会員歓迎会　夜例会

7月度第1回理事会

各委員長・小委員長

卓話担当：嶽下会員

卓話担当：満村会員

村橋会長、辻義光幹事



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 89.65 %
4月19日の修正出席率 89.65 %

●メイクアップ
高島 凱夫   4 月  7 日 地区研修協議会

ニコニコBOX

村橋：本日の新旧合同理事会、よろしくおねがいします。

西田：一気に暑くなりましたね。ニコニコ

辻（一）：暑い日々、ニコニコで暮らしています。

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：急に夏日が続いています。

坂本さん、卓話頑張って下さい。

下岡：ニコニコ

前田：暑いのでクールビズです。

村上：今週からすっかり夏のようですね。

坂本さん、卓話頑張って下さい。

檜皮：茨木RC三好様、ようこそお越しくださいました。

戸田：坂本さんの卓話、楽しみにしています。

栗山：ニコニコ

藤本：坂本さん、卓話よろしくおねがいします。

梅原：もうすぐ甲子園です。応援よろしくお願いします。

茨木RC　三好 千恵子 様：

村橋会長、2年連続お疲れ様でした。あとわずか

頑張って下さいませ。

本日合計 : ￥32,000
累　計 : ￥1,736,000

17
5

野球部練習試合
5月20日（日）、吹田の中の島スポーツグラウンドにて城

北RCと練習試合を行いました。

前日の19日（土）には朝練習を行い、27日（日）にも再度

城北RCと練習試合を行います。

6月3日（日）の甲子園に向けて野球部一同頑張ってい

ます。応援よろしくお願いします！

●本日のビジター
 茨木RC 三好 千恵子 様
 大阪南RC 米田 幹郎 様

本日のメニュー

・サーモンのタルタル
・牛フィレ肉のステーキ温野菜添え 赤ワインソース
・小海老のサラダ、コーヒー、パン


