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2019年11月28日
第1270回（本年度 第20回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 躍進するドイツワイン
担当：高島 凱夫 会員
講師：茨木東ロータリー／
ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
会長 山野 寿 様

次回 12/5 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話
下岡 陽一郎 会員

今月はロータリー財団月間です。1928年に設立されたロータリー団
は、現在年間寄付総額は3・4億ドルを超えるまで成長しております。
毎年その約92％が各種補助金とその運用費に使用されております。
その財務管理の健全性と透明性から、12年連続米国の慈善団体評
価機関の最高評価を受けております。
ロータリー財団のプログラムは3つあります。
ポリオ根絶のためのプログラム、
ロータリー平和センターにおける奨
学金の提供と補助金プログラムです。

1．
ポリオ根絶のためのプログラム
これについては、
この前、ポリオデイの日にお話し
しましたので、割愛します。
2．
ロータリー平和センターにおける奨学金の提供
国際関係、平和研究、紛争解決といった関連分野
の修士号あるいは紛争解決分野の専門能力開発
修了書の取得を目指す学生にロータリーフェロー
シップ（奨学金）
を提供します。
先日亡くなられた緒方貞子さんは、1951年〜52
年の日本人奨学生で、
日本人初めての国連難民高
等弁務官として活躍されました。
なお、彼女の曽祖父は犬養毅で、岳父は緒方竹虎
氏であります。
3．補助金プログラム
財団補助金の中には、地区補助金、
グローバル補
助金がありましたが、本年4月から災害救援補助
金が加わりました。
当地区では、毎年地区補助金が約40件、
グローバ
ル補助金が6件申請されております。
ところで、特にグローバル補助金には、成果の持続
可能性が求められます。当クラブでは、
グローバル
補助金を活用して、ベトナムのダナン病院に鼻内
内視鏡手術機器を贈呈しました。
その際数名の医
師により手術指導がなされました。更に、
その後、5
年間に亙り、手術の進捗状況の視察、新たに不足
器具を補てんしてきました。
結果、毎年約500件の内視鏡手術が行われるよう
になりました。成果の持続生が実現したわけです。

■12月19日
（木）は、今年最後の例会です。例会後、
クリスマス家族会が開催されます。
例会開会は午後6時、
クリスマス家族会の開会は6
時半となっております。
■さて新年ですが、来年の第1回目の例会は1月9日
（木）
となっております。
この日は、会長・幹事の新年
の挨拶を予定しております。
■1月16日
（木）新年の卓話の第1回目は村上会員の
担当です。
よろしくお願いします。

告知

幹事報告 (11/21)
2019-20年度第1269回（第19回例会）

■12月13日
（金）14日
（土）は、今年最後の大事なイ
ベントであります地区大会です。
12月13日
（金）の分科会・14日
（土）の本会議と公
開シンポジウムが予定されています。
特に、2日目
（14日）
のクラブ名点呼の際に多くのメ
ンバーを揃えたいので、
この日の12時50分には現
地にお願い致します。
中之島の皆さんを待っております。
当日は、先週よりポスティングしております名札を
必ずお持ちください。

幹事 安達 昌弘

■本日の卓話は杉村会員です。
よろしくお願いします。
■次週は、例会前の11時より寿の間におきましてク
ラブ戦略委員会が開催されます。
出席予定の方はよろしくお願い致します。
尚、
この日の卓話は高島会員の担当です。
■続きまして12月5日
（木）
の卓話は下岡会員の卓話
です。
■12月7日
（土）
は社会青少年委員会担当の
「成美学
寮 餅つき支援」
の日です。
12時半集合、午後1時開始です。
2時半には解散の予定です。
■12月12日
（木）
の例会の日には各委員会報告及び
次年度総会を予定しております。

現行メークアップルール継続のための
クラブ細則の改正案
2019年度規定審議会において、現行の
「メークアッ
プは欠席した例会の前後14日間に行なうもの」
との
メークアップルールが、
「同一年度内に行なえば良
い」
と改正され（ロータリークラブ定款第10条第1節
（d））、本年7月より発行した。
しかしながら、上記改正は不合理であるので、上記
定款第10条7節（クラブは独自の定めることができ
る）
に基づき、下記の如く改正する。
記

「上記定款第10条第1節（d）の規定にもかかわらず、
会員は、例会を欠席する場合、例会の前後14日以
内にメークアップしなければならない」

ロータリアンであるべきこと

杉村 雅之 会員
・人類史上の進歩のほとんどは、不可能を受け入れ
なかった人々によって達成された。
（ビル・ゲイツ）
・神様は私たちに、
成功してほしいなんて思っていませ
ん。
ただ挑戦することを望んでいる。
（マザーテレサ）
・束縛があるからこそ、私は飛べるのだ。悲しみがあ
るからこそ、私は高く舞い上がれるのだ。逆境があ
るからこそ、私は走れるのだ。涙があるからこそ、前
に進めるのだ。
（ガンジー）
・ユーモアを失わないように戦うのだ。ユーモアの欠
如は愚の骨頂だ。
（ジャン・コクトー）
私のロータリー歴はまだ10年強なのですが、2年目
で地区の財団の小委員会に所属させていただきまし
た。その時はまだクラブのこと、
ましてや地区の委員
会の事も理解していなく本当に手探りの状態でした。
そんな中で懇親会やいろんな集まりに出席させてい
ただき、“この際積極的に解らないことは正直にお伺
いしよう、疑問に思うことは相談しよう”と思い実践い
たしました。やはりロータリアンの諸先輩方々は親切、
丁寧にご指導いただき、
また新たな課題点もご啓示
いただきました。
その様なことがあり、高島ガバナー年度に副代表幹
事を拝命し、充実した年度が過ごさせて頂きました。
ロータリアン諸先輩方々よりご教授いただいた素晴ら
しい言葉、
考えかたをいくつかご紹介させて頂きます。
POSITIVEな発想・考え方
勇気が出る言葉たち
・あるロータリアンのお父様が所謂相撲取りの谷町
になっておられました。
その部屋の若手力士が試合に勝ち、新聞に掲載さ
れました。
そのことを、親方に誇らしげに報告すると、
親方は“バカモノ本当の強い力士は、負けて新聞に
載るものだと”一喝されました。
・他人と自分を比べてしまうのは、
しょうがない。
ただ、
あの人より私のほうが上だとか下だとか考えて、幸
せを他人との比較で決めるのは、
もうおやめなさい。
あなたが幸せかどうかは、
あなたの気持ち次第。“自
分は幸せだ”と思える人だけが幸せな人生をおくれ
るのです。
（斎藤茂太）
・あなたがやれる最善を尽くしたなら、心配したって
事態は良くならない。私もいろんなことを心配する
が、
ダムから溢れる水まで心配しない。
（ウオルト・ディズニー）

・信用はそれが大きければ大きいほど、大いなる資
本を活用することができる。世に立ち、大いに活動
せんとする人は、資本を造るよりも、
まず信用の厚い
人たるべくを心掛けなくてはならない。
（渋沢栄一）
・小さい夢は見るな。それには人の心を動かす力が
ないからだ。
（ゲーテ）
・あなたにできること、
あるいはできると夢見ているこ
とがあれば、今すぐ始めなさい。向こう見ずは天才で
あり、力であり、魔法です。
（ゲーテ）
・成功できる人っていうのは、
「 思い通りに行かない
事が起きるのはあたりまえ」
という前提を持って挑
戦している。
（トーマス・エジソン）
・夢をかなえる秘訣は、4つの
「C」
に集約される。
それは、
「Curiosity ‒ 好奇心」
「Conﬁdence ‒ 自信」
「Courage ‒ 勇気」
そして
「Constancy ‒ 継続」
である
（ウオルト・ディズニー）
・自分にはそれができないと言った瞬間から可能性
の道は閉ざされてしまう。同じ能力の持ち主でも、
プ
ラス思考で取り組んだ人は、
うまく行き、マイナス思
考で取り組んだ人は、
うまく行かない。
まさに人間は
自分が考えた通りの結果を手にするのである。
（ウイリアム・ジェームス 米国哲学者）
・自分になにができるかを知るより、なにができない
かを知ることのほうが重要である。
（ルシル・ボール 米国喜劇女優）
・考えは言葉となり、言葉は行動となり、行動は習慣と
なり、習慣は人格となり、人格は運命となる。
（マーガレット・サッチャー）
・毎日毎日の足跡が おのずから人生の答えを出すき
れいな足跡には きれいな水がたまる。
（相田みつを 日本の詩人）

・打たないシュートは、100％外れる。
（ウェイン・グレツキー カナダの元プロアイスホッ
ケー選手 ）
・希望に満ちて旅行することは、
目的地にたどり着くこ
とより良いことである。
（スティーヴンソン 英国の小説家）

社交性を損なわない。
（モンテーニュ フランスの哲学者）
・本当の贅沢というものは、
たったひとつしかない。
そ
れは人間関係に恵まれることだ。
（サン＝テグジュペリ フランスの作家）

・前進をしない人は、後退をしているのだ。
（ゲーテ）

・親切な言葉に費用はかからない。
しかし、多くのこと
を成し遂げる
（パスカル フランスの哲学者）

・決して屈するな。決して、決して、決して！
Never, never, never, never give up.
（ウィンストン・チャーチル）

・悲観主義者はあらゆる機会の中に問題を見いだす。
楽観主義者はあらゆる問題の中に機会を見いだす。
（ウィンストン・チャーチル）

・行動は必ずしも幸福をもたらすものではない。
しか
し、行動のないところに幸福はない。
（ベンジャミン・ディズレーリ 英国の政治家）

・中間管理職と真のリーダーシップとの微妙な半歩
の違いは、
プレッシャーの下で優雅さを保てるかど
うかだろう。
（ジョン・F・ケネディ）

・青年よ、大志を抱け！それは金銭に対してでも、
自己
の利益に対してでもなく、
また世の人間が名声と呼
ぶあのむなしいものに対してでもない。人間が人間
として備えていなければならぬ、
あらゆることをなし
遂げるため、青年よ大志を抱け！
（ウィリアム・スミス・クラーク）

・ユーモアのセンスはリーダーシップに必要なもの
であり、処世術であり、物事を上手く運ばせる方法
である。
（ドワイト・D・アイゼンハワー）
・勝ち戦には100人もの将軍が名乗り出るが、負け戦
は一人で責任を負うのみだ。
（ジョン・F・ケネディ）

・自分自身のことについて誠実でない人間は、他人か
ら重んじられる資格はない。
（アインシュタイン）

・人生に成功する秘訣は、
自分が好む仕事をすること
ではなく、自分のやっている仕事を好きになること
である。
（ゲーテ）

・わたしにとって最高の勝利は、ありのままで生きら
れるようになったこと、自分と他人の欠点を受け入
れられるようになったことです。
（オードリー・ヘップバーン）

・とにかく毎日が新しい日なんだ
Every day is a new day.
（ヘミングウェイ）

・謙虚な人は誰からも好かれる。それなのにどうして
謙虚な人になろうとしないのだろうか。
（トルストイ）
・僕が信用する人はどんな時でも、本音のあり場所を
示す人だ。本当のことがわからない時は、わからな
いとはっきり言える人だ。
（武者小路実篤）
・自分よりも優れた人を称賛できる心。
それが人間が
持ちうる最も素晴らしい心である。
（トーマス・カーライル 英国の思想家、歴史家 ）
・他人に花をもたせよう。
自分に花の香りが残る。
（斎藤茂太）
・次の6つの心得を守れば、礼儀正しさの習慣を身に
つけることができる。
1．相手の話には熱心に耳を傾ける。
2．相手の話に口をはさまない。
3．初対面の人の名前はすぐ覚えて、
できるだけ使う。
4．
もし相手の言い分が間違っていても、
そっけなく

・今あるものに感謝する心が、人生を豊かなものへと
導く。
さてロータリークラブでの自分のポジションは自分自
身で築き上げていくものです。
解る事はもっと深く、解らないことは徹底的勉強する。
そうすればロータリーライフがより一層、充実したも
のになると考えます。
ホームクラブにおいても地区での経験させて頂いた
事が大きな“プライド”になっています。
あえて“プライ
ド”と申し上げたのは、決して“上から目線”でなく横か
らあるいわ色んな角度から奉仕活動の在り方、進め
方が見れるという事です。
確かにロータリーはクラブが主体です。
しかしロータ
リアンの常識及びインテリジェンスとしてRI2660地
区がどの様な方針で運営しているかを理解し、積極
的に参加するべきです。

やりこめるのはよくない。
5．
自分のほうが偉いといった態度を見せない。
6．
自分の考えが間違っていれば、素直にあやまる。
（デール・カーネギー）

ロータリーの諸知識や用語はあらまし文献、
インター
ネット等で調べるこができます。知っておくのは当た
り前のことですが、
それよりも一番私が心がけている
のは、
“ロータリアンとしての高潔さ”ということです。

・心にもない言葉よりも沈黙のほうが、むしろずっと

昨今はどのクラブ様においても会員増強、退会防止

に力を入れておられますが、高潔さをもった人、
また
ロータリアンであり続ける以上は高潔さを失わない
事が重要です。
高潔さとは色んな解釈があります。
しかしロータリアンではあるべきはやはり“4つのテス
ト”に照らしてみるべきです。
“真実かどうか” “みんなに公平か” “好意と友情
を深めるか” “みんなのためになるかどうか”
これを自分自身に問いかけ答えを導き出すべきです。
また、ロータリークラブにはいろんな方々がいらっ
しゃいます。
はるか年上の大先輩、同年代、
また年下、いろんな職
業の方がいらっしゃいます。
私が、学んだのは仕事のことももちろんですが、
それ

よりもロータリアンとしての言葉遣い、立ち振る舞い、
また物の考え方です。
我々が生きていく上で、いろんな場面に遭遇します。
困った場面、
どうしようもない場面、
また感動した場
面、それぞれの場面における立ち振る舞い、立ち位
置、
もちろん言葉遣いは大変勉強になり吸収すべき
だ考えます。
“こんな物の考え方もあるんだ”“こういう立ち振る舞
いをするんだ”と感服することが多々あります。
最後になりますが、“ロータリーにNoは無い”と言われ
るのですが、“No”と言う一言は簡単です。“Yes”と答
えることにより色んな事を勉強させて頂き、
ロータリ
アンとしてまた自分自身が成長するという事だと考え
ています。

米山奨学生

米山奨学生 劉 文婷（リュウ ウェンティン）

皆様、
こんにちは。

られると大変嬉しく思っております。

今日は先日の米山奨学生レクリエーションの宝塚観
劇の感想をご報告させていただきたいと思います。

最後に、西田さん、当日は奥様とご出席いただきまし
てありがとうございました。

以前から、宝塚のことをよく聞いておりましたが、今回
観劇させていただいてはじめて、宝塚の魅力が存分
わかりました。華やかな舞台や感情溢れる演出のみ
ならず、彼女たちの人知れぬ努力にも魅了されました。

以上で近況報告をおわります。
ご清聴ありがとうござ
いました。

どのような厳しい練習を重ねて一人前になったのか
を考えると、
「石の上にも三年」
ということわざが身に
染みました。
この気持ちを忘れず、
自分を励まして今後
の人生にも引き続き頑張ってまいりたいと思います。
また、
日本のことを台湾の親友に伝えるために、今回
宝塚観劇の感想をネット上に載せました。
私の専攻は歴史なので、買い物や観光などの情報で
はなく、歴史や文化の深さを一人でも多くの人に伝え
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木村：杉村さん、卓話よろしくお願いいたします。
下岡：2週連続欠席のおわび
吉田：ニコニコ

1944年

茨木市蔵垣内にて生まれる

嶽下：喘息です。ニコニコ

1967年

同志社大学 商学部卒

村上：杉村会員、本日の卓話楽しみです。

1967年 （株）祭原 入社

上山：寒くなってきましたね。

1989年 ヘレンベルガー・ホーフ
（株）へ移籍

北村（薫）
：杉村会員、卓話楽しみです。ニコニコ

1991年

同社代表取締役就任

1995年

阪神淡路大震災後本社を神戸市から茨
木市に移転

西田：本日の卓話杉村さん、
ガンバッテ下さい。ニコ
ニコ

2000年 ドイツ・フライブルクにて一年滞在
ベルンハルト・フーバー醸造所にてブド
ウ栽培、
ワイン造りの研修
2016年 ドイツワインの広報機関「Wine of
Germany」
より、
ヘレンベルガー・ホーフ
のドイツ・リースリングへの国際的レベル
での貢献が評価され、
アジア人として初
の
「Riesling Fellow」
に、社長・山野高弘
と共に任命される。
2019年

代表取締役辞任、取締役 会長
茨木市観光協会 会長
茨木防犯協会 副会長
大阪日独協会 理事
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国際奉仕委員長
国際奉仕委員長
SAA委員長
会計

会長杯ゴルフコンペ
11月24日（日）キングスロードゴルフクラ
ブにて会長杯ゴルフコンペを開催いたし
ました。
天候にも恵まれ楽しくプレーすることがで
きました。
優勝は植屋会員！おめでとうございます。
次回は来年5月に開催の予定です。多くの
皆様の参加をお待ちしています。

栗山：寒くなりましたね。咳の患者さんばかりです。皆
様お気をつけください。

本日合計 : ￥24,000
計 : ￥647,500

累

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

36名
5名
1名
21名
14名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
0名
1名

出席率
60.00 %
10月24日の修正出席率 91.42 %

●本日のビジター
大阪RC

●本日のゲスト
米山奨学生

●メイクアップ
井本 万尋
丸山 澄高
満村 和宏
津崎 慶一
吉田 了

10月13日
11月 4 日
10月14日
10月13日
11月 2 日

春次 賢太郎 様
劉

文婷 様

ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会

