
本日のピアノ演奏曲目

１．夜来香 ２．第三の男 ３．ニューヨークの秋

2009~10・RIテーマ

2009年10月14日

（第2369回）

2009年10月21日

（第2370回）

例会日 出席 欠席 出席

10月7日 ３５ ７ 83.33％（ 会員４２名 ）

9月9日 ３６ メークアップ４名（85.71％）

前回例会（2368回）10/7の主な内容

職業奉仕月間
米山月間

◎お誕生日お祝い
西原会員 常盤会員 深田会員 横尾会員
篠﨑会員 神田会員

◎結婚記念日お祝い

駒村会員 深田会員 阪口会員 橋本会員
宮内会員 石橋会員 西口会員 菅野会員
白井会員 神田会員 博多会員

☆☆☆大谷 透ガバナー公式訪問☆☆☆
◎ゲスト紹介

国際ロータリー２６６０地区ガバナー

大谷 透様
（大阪西南ＲＣ）

プロフィール
1935年(昭和10年)7月7日生

【職業分類】 医師
【ロータリー歴】

1977年 ：大阪西南RC入会
1997－2002年度：地区財団人道的援助委員会委員長
1998－2002年度：地区ロータリー財団委員会委員
2002－2004年度：地区財団人道的補助金委員会委員
2005－2007年度：地区国際大会記念事業委員会委員
2003－2004年度：会長

マルチプル･ポール･ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者(マルチプル)

◎ビジター紹介
2009～2010年度地区大会のご案内

上田 直樹様 （大阪西南ＲＣ）
日程：2010年2月26日(金)～27日(土)

第1日目：13時～

場所：リーガロイヤルホテル
第2日目：12時30分～

大谷 透ガバナー公式訪問

「10分間卓話」
辻村 弘会員
村田 有司会員

担当： 職業奉仕委員会

「10分間卓話」

佐治 信隆会員
神田 隆司会員
中島 警子会員

担当： 職業奉仕委員会



卓 話

◎幹事報告 （水谷幹事）

◎会長の時間 会長 宮内 勝夫

本日は公式訪問として、2660地区大谷ガバ

ナーをお迎えすることができました。守口ＲＣ
を代表し心より歓迎申し上げます。

大谷ガバナーには例会前の懇談会においてク
ラブ運営、特に会員増強、ホストクラブとして
のＩ.Ｍについて適切なご指導をいただき誠に

有難うございました。例会での卓話よろしくお
願いいたします。

大谷ガバナーは当クラブの第5次医療奉仕が
国際ロータリー第2660地区中西ガバナーの、

行動的奉仕を重視地区レベルのプロジェクトと
なり、地区内外より27名の医療奉仕団の一員と

して参加されています。守口からは北村団長以
下、伊藤廉、井上幾之進、岡田正蔵、横山正憲、
森河弘、戸田隆秀、倉田昭、善井晴男、善井智
恵子、中村勲、舟橋透、現会員の中からは三浦
俊造(当時親睦委員長)以上13名の方が参加して

おります。

・本日席替えをしております。
・今年度会員名簿をメールBOXに配布してお

ります。
・地区大会リーフレットをメールBOXに配布

しております。

思い起こせば24年前の正月休暇に、当クラブ

の会員であられた喜井先生の事業をサポートし
て、守口RCがイニシャチブを取り、地区の
WCS事業としてネグロス島へ医療奉仕を派遣

したことがありますが、それに加わった事を懐
かしく思い出します。私がロータリーに入会し
て間もない頃でしたが、随分アクティヴなクラ
ブだと思った印象があります。 西垣GA参加
のクラブ協議会(9/16)の報告書と、事業計画書
を読み、創立50周年に向けて会員増強の意欲を

感じました。
8月は会員増強月間で、ガバナー月信のメッ

セージに「桃李不言、下自成蹊」と云う中国の
古語を書きました。「良い桃や李の実が生って
いれば、自分から宣伝めいた事を言わなくても
、人がそれを取りに来るので、下には自ずから
道が出来るのだ」と云う意味です。会員増強を
するには勧誘は必要ですし、PRも必要です。

しかし人が集まってくるためには良い実が生っ
ている事が必要です。例会の充実です。楽しく
てためになる例会です。そして、一番大切なこ
とは、会員同士が仲よくなることです。これが
退会防止につながるのです。

退会する人は、建前として尤もらしい理由を
つけても、本音の部分では、会員同士の感情の
縺れが原因である場合が多いのです。

来年2月26-27日の地区大会のＲＩ会長代理は
ビチャイ・ラタクル氏です。彼は2002-3年のＲ

Ｉ会長でテーマは「慈愛の種を播きましょう」
（Sow the seeds of love.）でした。直接の意味

は、恵まれない人びとのために、善行を積みま
しょうという意味ですが、会員同士の和を保つ
ため、次のような解釈も出来ます。

ロータリーのcore value の一つに「寛容」が
あります。“愛の種を蒔く”の“愛”は“赦し”に裏打
ちされています。愛は赦しの芸術(Love is art of 
forgiveness)という名言もあり、感動を呼び起こ

すような赦し方を愛はするのだと云うのです。
相手の心の隅に悪かったと云う思いが生じるよ
うな赦し方をする事は、まさに芸術なのです。
それが「愛の種を相手の心に播く」ことなので
す。その時点では何の変化も起こりません。種
を播いても直ぐには芽も出ず、勿論 実も生りま

せん。すぐには自分の気持がおさまる様な結果
は出ないのです。しかし、やがては芽を出し育
ち“和らぎ”の実を結ぶようになるのです。

大谷 透ガバナーとの懇談会
日 時：10月7日(水)11：30～
場 所：３Ｆ「松月」
出席者：熊澤PG、宮内会長、石橋副会長

西原GAエレクト、橋本会長エレクト
多田Ｉ.Ｍ実行委員長、佐治理事、

石井理事 辻村理事、菊田理事、
三浦均理事、水谷理事

◇◇◇理事会だより◇◇◇
日時：10月07日(水)13：30～
場所：「事務局」 出席：11名
議題：守口市民まつりについて

次々年度会長選考の選考委員選出の件
本年度会計監査委員選出の件

大谷 透ガバナー

「守口ＲＣ公式訪問」



今年度のＲＩのテーマ「ロータリーの未来はあな
たの手の中に」は、ロータリーを奉仕団体にしよう
とする勢力と、自己研鑽型社交クラブ的要素を重ん
じる勢力が、対立することなく、両者の責任と知恵
の共有を求めた、よく考え抜かれた、タイムリーな
テーマです。

会長がマハトマ・ガンジーの言葉「未来は、私た
ちが現在なにをするかによって決まる」を重く受け
止めて、このテーマを決めたということは、行動の
意思決定を下す我々の価値観に信頼を託されたとい
うことです。 従って、我々は信頼に応えてロータ
リーの中核をなす価値観（core value）を身に付ける
必要を感じ, 地区のテーマを「ロータリーを身に付け

よう」としました。
そのためには基本を理解しておく必要があります。

ロータリーの綱領（目的）は“奉仕の理想”を鼓吹し育
成することです。英語の原文“Ideal of service”が示す
概念とは、“人のニーズを良く汲み取って、そのニー
ズを理想的なかたちで満たしましょう”、という意味
です。そして、これを4大奉仕にも適用するようにと
念を押して、4つの項目を挙げています。

【第一項目】の「知り合いを広めよう」の原文では
“development of acquaintance”即ち,知り合いの程度
を発展させる事にも“Ideal of service”を適用せよとい

うのですから、単に会員増強だけではなく、交友関
係を深め、親友を作る事も含んでいるのです。
Personal な交友関係は人生の宝です。

【第二の項目】は自分の職業にも“Ideal of service”
を適用するのですよ、そのためには職業倫理を高く
保ち、高潔さと誠実さ（Integrity and honesty）を忘
れては駄目ですよ。これが一番 手近かで出来る社会

貢献なのですよと云っているのです。
職業に“Ideal of service”を適用すると云うことは、

顧客の、そして従業員の、ニーズをよ-く汲み取って

、 もその人たちのためになるようなかたちで、そ
のニーズを満たしましょうと言う事です。従って、
They profit most who serve best. というのは、顧客の
ニーズを満たそうと 善を尽くした 者の 商売が一番

繁盛する、と云う事ですから、納得できます。
【第3項目】は社会奉仕、【第4項目】は世界社会奉
仕に於いて、地域の ニーズをよく汲み取り、それを

理想的なかたちで満たして行きましょう、という事
です。
これらのことは ロータリーが身に付いていないと な

かなか出来ない事です。どうすれば身に付くのでし
ょうか。我々が4つのテストを歌にまでして一緒に歌

うのも、共通の言葉による思想表現があってこそ、
筋の通った活動ができ、連帯感をもって励ましあう
ことも出来、よりロータリーが身に付くからであり
ます。

各クラブが自分のクラブの特徴を生かしたクラ
ブ目標を作って、全員で唱和するという私の提
案理由は今年度のガバナー方針に箇条書きにし
てあります。

夫々のクラブが、その特徴や長期計画を見据
えて、RIの綱領を内容的に十分にカバーして、

しかも全員で唱和するのが楽しくなるような目
標文を作って、唱和して欲しいのです。この作
業がためになるのです。

しかし,これは少しでもロータリーを身に付け

るための医者の処方箋とおなじで、合わない人
や副作用の出る人はその薬を服用しないで頂き
たいのです。「ロータリーの未来はあなたの手
の中に」あるのです。

雛壇 一同 大谷ガバナーようこそお越し下
さいました。ご指導よろしくお
願いします。

三浦俊会員 大谷ガバナー公式訪問喜んで。
石井 会員 大谷ガバナー公式訪問喜んで。
中道 会員 大谷ガバナー公式訪問喜んで。
佐治 会員 先日大変楽しいことがありました。
中島 会員 佐治会員、宮内会長大変お世話に

なりました。
大野 会員 佐治会員先日は大変お世話になり

まして有難うございました。
白井 会員 宮内会長、佐治会員先日は、どう

もお世話になりました。
松井 会員 守口ロータリークラブに入って

３ヶ月皆様に良くしていただき
ニコニコ。

博多 会員 結婚記念のお祝いをいただいて。
村田 会員 佐治会員、先日はお世話になりま

した。
10／07 結婚・誕生ニコニコBOX

累計454,000円



この２､３ヶ月の
皆さんの笑顔


