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次回の卓話

2010年1月27日（水）

「夜と霧の本を読んで」

加藤 二朗会員
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１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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ロータリーソング「手に手つないで」

唱歌「雪の降る町を」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「ちょっと ほっこり」

伊丹 克介会員

手に手つないで

手に手つないで つくる友の輪

輪に輪つないで つくる友垣

手に手 輪に輪

ひろがれ まわれ 一つ心に

おゝロータリアン

おゝロータリアン



2010年1月13日 第2724回

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「富士山」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「ロータリー理解推進月間に因んで」

室田 光重会員

岡本桂四郎会長

●会合報告

・1/9 青年会議所新年互礼会が開催され、櫻井新嗣

幹事が出席されました。

・ （昨年） 11/25に4RC主催のエイズ講演会（於・

山滝中学校）が「エイズ問題をみなさんと共に考

える」というテーマで実施されました。その日、

当クラブにおいては村上ガバナーの公式訪問日で

出席できなかったのですが、その内容について資

料が届いておりますので、興味のある方はご連絡

下さい。

・岸和田南RCが主に実施しているWCS(ｸﾘｰﾝｳｫｰﾀｰ)ﾌﾟﾛ

櫻井新嗣幹事

会員数４１名 出席義務会員数３６名

１月１３日 出席会員25名 69.44％

09.12月19日 MUを加えて 94.60％

ｼﾞｪｸﾄの活動ですが(当RCも協賛）、サトーンRC

に66万円の支援金を送金しました、という報告が

ありました。

・非常に残念なご報告となりますが、茨木孝一会員

退会を理事会で承認されました。彼は05-06年度

幹事を務められ、親睦活動・協同奉仕・新世代・

国際奉仕委員会の各委員長を歴任され、現在は

理事・クラブ管理委員長を務められており、非常

に活躍されておりました。米山奨学会活動につい

ても米山功労マルチプル2回他、基金については

基金協力者に認定される等、その功績を称えられ

ておりましたが、この度は諸事情により退会され

ることになりました。クラブにとっては大きな力

を失うことになり、非常に残念です。後任といた

しましては室田光重副会長にクラブ管理奉仕委員

長を兼務していただくことにつきましても、理事

会で承認されましたのでご報告させて頂きます。

●本日は、久しぶりに生薬のお話をしたいと思いま

す。今まで色々な生薬のお話をさせて頂きました

が、本日は、動物性生薬のお話です。

・牛黄（ゴオウ）

牛の胆石、主成分はビリルビン

効能：心臓病・貧血・二日酔

・熊胆（ユウタン）

クマの胆嚢「熊の胆」、主成分は胆汁酸

効能：鎮痙・強心・解毒・腹痛・熱病など

・鹿茸（ロクジョウ）

シカの角

効能：疲労回復・強精

・犀角（サイカク）

サイの角

効能：解熱・鎮痛・特に麻疹（はしか）

・地竜（ジリュウ）

ミミズ

効能：解熱・鎮痙・利尿



●室田光重会員

本日卓話を担当させていただきますので。

●大橋寛順会員

内事の者の祥月にあたり御香をお供えいただき

ました。

●西明寺講治会員

人生やり直しはきかないけれど、見直しはきくと

思います。残り１／４の人生、一日一日を大切に

したいと思います。

●例会臨時変更

貝塚RC 詳細は事務局迄お問合わせ下さい。

・テーブルの上のお菓子は、岸和田グランドホール

よりお歳暮として届いたものです。お召し上がり

下さい。

・次期幹事より幹事報告があります。

山形直道次期幹事

●本日例会終了後に、第2回の10-11年度理事会を

開催させていただきます。理事・役員の方々は例

会終了後、事務局宛お集まりいただきます様よろ

しくお願いいたします。

こんにちは。皆様方におかれましては、清々しい

新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年は

寅年で、「寅」は「螾」（いん：「動く」の意味）

で、大荒れする年が多いと言われてますが、一方春

が来て草木が生ずる状態を表しているとされていま

す。後に、覚え易くするために動物の虎が割り当て

られたそうです。春が来て、動植物が動き出すよう

な自分の年になるように、2010年を迎え進みたいも

のです。今回、年初早々に卓話があたりました。

会員数が少なくなり、回ってくる順番が早いようで

ございます。今月は、ロータリー理解推進月間とい

うことで、それに因んでお話をさせて頂ければと思

いますが、私自身ロータリーの理解度が低いので大

変恐縮しております。ただ私は、2008～09年度の情

報規定委員会を担当させていただきましたので、そ

の時の資料を基にして進めさせて頂きたいと存じま

す。このロータリー理解推進月間は1988年1月から

実施されました。クラブ会員がロータリーに理解を

深め、また地域社会の人々にもよく知って貰おうと

いう月間でございます。ロータリーを理解する話と

申上げても範囲が広く、そのごく一部を皆様ととも

に復習させていただければと思います。

○ロータリーとは

「人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度

の道徳的水準を守る」という「ロータリーの綱領」

を念頭に、世界における親善と平和の確立に寄与す

ることを目指した実業人や専門職業人が世界的に結

び合った団体」と定義

○ロータリアンとは

「奉仕の理想を各人の個人、職業、社会生活実践の

基盤とすることに同意した実業人や専門職業人によ

って構成されたクラブ」と定義

○上記の定義を遂行する為に、ロータリーは四大奉

仕部門を柱として活動（当クラブはＣＬＰ採用）

１、クラブ奉仕（クラブ会員奉仕＝会員増強、ロー

タリー情報規定）（クラブ管理奉仕＝例会、広報、

親睦活動）

例会委員会

石本 喜和男委員長

今月はロータリー理解推進月間ですので、ロータ

リーにお詳しい室田光重副会長に卓話をご依頼させ

ていただいております。室田副会長、よろしくお願

いいたします。

室田 光重会員



誰にでも与えている 与える時

人間は豊になる 惜しむとき

心は貧しくなる 喜んで与える人間になろう

私はこの教えが本当の奉仕の心ではないかと思います。

同じような奉仕活動をしているロータリークラブと

ライオンズクラブの違いをご紹介させて頂きます。

○ロータリークラブとライオンズクラブの違い

ロータリークラブは1905年に創始者ポール・ハリ

スが創立、ライオンズクラブは1917年にメルビン・

ジョーンズが創立。メルビン・ジョーンズは、元々

ロータリークラブの会員でしたが、クラブ内での会

の運営にあたって意見が分かれ、メルビン・ジョー

ンズは「奉仕活動に費用が発生するのは当然。ある

程度の支出は仕方がない」との意見でした。これに

対して「ロータリークラブは職業を通じての奉仕を

理念としている。お金はかけるべきでない」との意

見が多数でした。そこでメルビン・ジョーンズはロ

ータリークラブを離れ、ライオンズクラブを設立し、

寄付・寄贈を中心とした奉仕活動を展開したのです。

○決議23-34について

（社会奉仕に関する1923年の声明）

ロータリーの発足当時は、相互扶助と親睦を目的と

し、会員の互恵を中心に活動していましたが時代の流

れとともに社会奉仕活動が多くなり、大きく変わって

きたことはご承知の通りでございます。ここで、私が

ロータリー情報規定委員会の担当をしていた年度に、

一昨年（2008年10月19日）地区でクラブ情報規定委員

長会議で1923年の国際大会での決議23-34についての話

があり、改めてご案内させていただきたく存じます。

1905年ロータリーが発足し、1906年1月にシカゴ・ク

ラブで最初に制定された定款での目的は「親睦の充実

」と「職業上の利益の向上」で「物質的互恵」と「親

睦」という「相互扶助と親睦」を目的とした内容でし

たが、1922年改称の国際ロータリーに発展する中、奉

仕について討論紛争が活発になりました。奉仕活動し

た理論派と、奉仕活動中心（社会奉仕）の実践派と論

争がまとまらず、その両方の意見をまとめたのが決議

23-34でございます。

・決議23-34についての会議＝1923年の国際大会で採択

された社会奉仕に関する決議

１．ロータリーは人生哲学である。

２．ロータリークラブは、ロータリーの奉仕の哲学

を受け入れ、（次の）ことの実行を目指している

人の集まりである。（詳細は手続要覧84頁参照）

クラブの機能を充実させる為に、クラブ内で会員が

取るべき行動に関わるもの

２、職業奉仕

事業及び専門職務の道徳的水準を高め、

品位ある業務は全て尊重されるべきであるという

認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理

想を生かしていくという目的を持つものである。

３、社会奉仕（環境保全、人間尊重、新世代）

クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々

の生活の質を高めるために、時には他と協力しなが

ら、会員が行うさまざまな取り組みからなるもの

である。

４、国際奉仕（世界社会奉仕、ファンド）

書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他

国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆ

る活動やプロジェクトに協力することを通じて、他

国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対

する認識を培うことによって国際理解、親善、平和

を推進するために、会員が行う活動から成るもので

ある。

○奉仕とは

奉仕（ほうし）は、報酬を求めず、また他の見返り

を要求するでもなく、無私の労働を行うことをいう。

往々にしてその根拠となる土台には宗教的な信念や、

宗教的な意味合いが強く隣人に手を差し伸べ、でき

る限りの援助を与えるというケースが多い。

○奉仕の理想とは

他人への思いやりの心・他人の為につくす心（ロー

タリー精神）をまず家庭・職場からはじめて地域社

会へ、そして全世界にわたって奨励・助長し、拡大

することでしょう。

○超我の奉仕とは

超我とは自分を超えてということですから、自分が

して欲しいと思う以上のことを他人の為に尽くす。

即ち、他人への思いやりの心・他人の為につくす心

（ロータリー精神）をもってレベルの高い奉仕を実践

することでしょう。

【山田法胤 ： 薬師寺執事長・喜光寺住職】

経営の心と仏教より「宝物と辛抱」

○喜んで与える人間になろう

ものがあればものを

力があれば力を知識があれば知識を

なければ自分の中に育てて与えよう

花は美しさを惜しまず

小鳥は楽しい歌声を惜しまず



３．奉仕をするものは、行動しなければならない。

４．奉仕活動におけるクラブとRIの関係

５．ロータリー・クラブの社会奉仕活動の方針

６．個々のロータリークラブの社会奉仕活動の選択

を律する規定は別に設けられていないが、これ

に関する指針として（以下）の準則が推奨され

る。

上記の決議が2007年11月のRI理事会において、

「社会奉仕に関する1923年の声明が、もはや国際ロ

ータリーやその社会奉仕の理念、原理を正確に表し

ていないという理由ではずされ、歴史的な文献とし

て取り扱われる。」と決議されたとの諸説があり、

これに対して決議23-34が大切であるということで、

2640地区は反対の意思を表し、地区として次回の規

定審議会に諮るようにする。とのことでした。

（規定審議会は3年に1回で今年）

ロータリー理解推進月間として、ロータリーの歴

史等ご案内できたらと思うのですが、今日は「ロー

タリー理解クイズ」を皆様と考えて、ロータリーの

理解を深める一端とさせていただきます。

○ロータリークイズ

1）ポール・ハリスが最初にロータリークラブを

設立したのは何年ですか？ 1905年

2）その場所は何処ですか？ 米国イリノイ州シカゴ

3）最初のクラブメンバー4人のうち、ポール・ハリ

スを除く3人は誰ですか？

石炭商のシルベスター・シール/鉱山技師ガスター

バス・ロア/洋服生地商のハイラム・ショーレー

4）2番目のクラブはどこで誕生しましたか？

米国カルフォルニア州サンフランシスコ

5）ポリオ・プラスはいつスタートしましたか？

1985年

6）ＲＩの機関紙は何ですか（日本で発行されている

ロータリーの地域雑誌は何ですか？）

「ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ」

日本では「ロータリーの友」

7）ポール・ハリスフェローに認定されるには、

どうしたらいいでしょうか？

ロータリー財団に米貨1000ドル寄付

8）米国以外の国で、最初にクラブが誕生したのは

何処ですか？

カナダ・マニトバ州ウイニーペグ

9）インターアクトの年齢は？

14歳～18歳（1962年設立）

10）ローターアクトの年齢は？

18歳～30歳（1968年設立）

11）青少年交換とは何ですか？

15～19歳の若者に海外で就学、生活するＲＩプロ

グラム

12）ＲＹＬＡとは何ですか？

ロータリーの青少年指導者養成プログラム

13）ＲＩ本部は何処にありますか？

米国イリノイ州エバンストン

14）ＲＩ規定により義務付けられている、会員の例

会への出席率は何％ですか？ 60％

15）ロータリー財団の設立を提唱したのは誰です

か？第6代会長アーチＣ．クランフ（1928年設立）

16）ロータリー財団が人道的または教育的な事業の

ために、これまで投じてきた総額は約いくらで

すか？ 米貨11億ドル

17）ロータリーのトレードマークである歯車のシン

ボルはいつ創作されましたか？

1912年ミネソタ州ダラス

18）公式なロータリーカラーは何色ですか？

ロイヤルブルーと金色

19）子ども1人あたりのポリオワクチンの金額は？

米貨0.6ドル

20）四つのテストを言ってください。

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

また、1月は追悼記念週間です。ポールハリスが亡くな

った1月27日を含む1週間がこれに当てられます。

ポール・ハリス功績を偲ぶとともに、先輩たちが築い

たクラブの歴史に思いを馳せて頂きたいと存じます。
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近隣クラブ卓話ご紹介

JANUARY ～ FEBRUARY ２０１０ １月 ロータリー理解推進月間

岸和田東ＲＣ １月２９日（金）「ロータリーの歴史」谷川 泉会員

岸和田北ＲＣ １月２６日（火）「フリートーク」

岸和田南ＲＣ １月２８日（木）「無題」船戸武司会員

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会

「ちょっと ほっこり」
伊丹克介会員

RAC例会

岡本年度4ＲＣ

会長幹事会

例会

「夜と霧の本を読ん
で」加藤二朗会員

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区連
絡協議会 RAC例会

例会

担当能勢貴夫会員

例会

担当西秦好郭会員
建国記念の日

7 8888 9 10 11 12 13

17 18181818 19 20 21 22 23

24 25252525 26 27 28 29 30

31 FEB.1FEB.1FEB.1FEB.1 2 3 4 5 6


