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■ 事務局
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■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／片岡 重裕 幹事／松本 正 会報委員長／田中 宏 会報副委員長／松本 圭右
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2013.2.27

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊

言行はこれに照らしてから
1. 『真実』かどうか
2. みんなに『公平』か
3. 『好意』と『友情』を深めるか
4. みんなの『ため』になるかどうか

1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3.
ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
http://www.shin-osakarc.jp
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1314 回例会／2013 年 2 月 27 日
本日の挨拶
「リーホー 汝 好 」 （台湾語）
標
語
「Peace Through Service」
「奉仕を通じて平和を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
奉仕の理想 胸にひめ
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も
ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー
卓
話
イニシエーションスピーチ
三島 和雄 会員
植田 誠 会員

「奉仕を通じて平和を」
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第 1313 回例会報告 （2 月 20 日）
■司会進行
SAA 森田会員
■ロータリー・ソング

SAA 大石会員

■来賓紹介

SAA 植田会員

本日の卓話ゲスト
塩見 優子 様
（ ＮＰＯ法人ＪＡＥ 教育コーディネーター）
ＮＰＯ法人ＪＡＥ
板井 恒理 様
ＮＰＯ法人ＪＡＥ
見浪 悠太 様
■出席者報告
第 1313 回例会
会員数 34 名
出席数 25 名

SAA 森田会員
2013 年 2 月 20 日
出席率 82.35％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1312 回例会（2/13）
メ－クアップ 7 名 修正出席率 84.38%
2/09 大石会員
2/17 村木会員
2/09 北野会員
2/09 村角会員
2/13 安井会員

2/24 鋳方会員
2/24 松川会員
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力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

片岡 重裕
2013.2.20

同窓会 名前出ないが 盛り上がる
孫が来て 急に良くなる 夫婦仲
生命線 見せたら妻が 不機嫌に

■東日本大震災義援金報告

２月 ２０日

３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、谷口会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
135,000 円

少し小林さんの近況をお話ししたいと思います。先月今月
とご自宅、携帯と連絡 させ ていただき、「お体どうです
米
山
ボ ッ ク ス
か？」と留守電に入れさせていただきました。残念ながら
連絡はありまえんでしたが、つい先日事務局にご連絡をい
北野会員、山本会員
ただきました。箕面の病院に入院され余命宣告もうけられ
たそうですが、今も頑張っておられる、とのことです。その
本日の合計
2,000 円
日により体調が大きく違うのでお見舞いもご迷惑と思い、ま
今年度累計
141,000 円
た色紙を皆さんに書き込んでいただいてお送りしたいと思
います。ご協力をよろしくお願いいたします。又菅本さんの
件ですが、大石会員に菅本会員を偲ぶ会を企画していた
ニ コ ニ コ 箱
報
告
だき、来週の 27 日に行われますが、総勢 35 名規模になっ
田中 会員
ております。また、外部からも 4 名の参加があると聞いてお ■SAA
ります。菅本会員の過去のスライドを見ながら各会員の思
鋳方会員 寒いので風邪に気をつけましょう。毎
い出話を遺族の皆様にご披露できたらと思います。よろし
日元気で過ごしましょう。
くお願いします。
稲田会員 妻の誕生日に美味しい野菜をありが
さて明るい話題として第 26 回サラリーマン川柳１００選が
とう。
発表になりました。昨日から１か月かけて投票を行い、ベス
谷口会員
２月１５日より、確定申告が始まってい
ト１０が選ばれるのですが、少し私好みを選びましたのでご
ます。今年も忘れずに税金を払いま
披露申し上げます。
しょう。
ゆるキャラの おなか指さし ママみたい
大石会員 今年もあっという間に月日が流れて
LED 覚えた直後に LTE
行きます。すぐにクリスマスですね。
小遣いに 消費税を かける妻
北野会員
前回欠席のお詫び。
家のこと 嫁のブログを 見てわかり
久富会員 飛田新地、住吉大社、万代池、蒸し
家事停止 望むは妻の 再稼働
そば、くるみ餅、仁徳天皇御陵、御園
妻の言う 「うちのルンバ」は 俺のこと
など盛りだくさんの歩く会ありがとうご
部下にオイ 孫にホイホイ 妻にハイ
ざいました。息子もお世話になりまし
すぐキレる 妻よ見習え LED
た。感謝。
父の日は 昔ネクタイ 今エプロン
ゆるキャラと 思えば愛しい 肥えた妻
子の次と 思っていたのに 犬の次

「奉仕を通じて平和を」
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■幹事報告

幹事

松本 正

・２月２７日（水）１９時よりワシントン２Ｆにおいて行われます
「菅本会員を偲ぶ会」の出欠は本日で締め切らせて頂き
ます。出欠を回覧しますので、空欄の方はご記入をお願
いします。
・千里メイプルＲＣより「春のライラ」（初級）の案内が届きま
したので、メールボックスへ配布しておきました。ぜひ青
少年のご紹介をお願いします。
・毎年「株式会社 クマヒラ」より全国のＲＣに無料配布され
ております「抜萃（ばっすい）のつゞり」が届きました。メー
ルボックスへ入れておきますので、ご一読ください。
・ＪＯＣＳより「みんなで生きる」が届きました。回覧します。
・八尾ＲＣより例会変更・休会のお知らせが来ております。
回覧します。

卓

話

「人にはその人にしか出来ない使命がある。」
NPO 法人 JAE
（日本アントレプレナーシップアカデミー）
キャリア教育コーディネーター 塩見優子 様

ります。その他にも教員対象に研修や教育を絡めた地
域活性などの活動をしています。
いろいろな学校をまわる中、特に思いをよせている中
学校区があります。きっかけは小学校と中学校の連携
を推進する為に入らせて頂いたことでした。いろいろな
先生方のお話を聞く中で知ったのは『この校区では小
学校からじゃ遅い。保育所・幼稚園からの支援をしな
いといけない。』ということでした。そこには家庭環境の
厳しさや経済環境の厳しさ、地域には生き方のモデル
となる大人の少なさ、そして保護者を含めた将来展望
の狭さが課題としてありました。その中で必死に子ども
たちと向き合う先生方と語り合い、保幼小中連携を進
めながら『学校変革を』という想いで一緒に動いてきま
した。
しかし、私が入っていた事業が終わると、コーディネ
ーターが入る予算がなくなるという現実の壁がありまし
た。そもそも低い教育の予算のうち、学校改善、環境
改善の部分には予算が残らない。先生方も連携し始
めた所だが予算がない。
先生方と悩んだ結果、始めたのが『中学校区応援プ
ロジェクト』です。教育にお金が入る仕組み、コーディ
ネーターを必要とする地域にコーディネーターが入る
事が出来るように、という思いで始めました。応援して
頂く寄付金をもとに、コーディネーターを派遣し、その
中学校区が向き合っている課題に働きかけられるよう、
学校内での先生方対象の研修や、取組みの整備、地
域・保護者にも働きかけをする。その為に、教育を応援
してくれる人たちのコミュニティを創ろう！という趣旨で
今は動いています。
寄附を集めるのは本当に難しいですが、私にはある思
いがあります。
それは、「環境に負けない強さを共に育もう！」「その子
だからこそ出来る事がある」という事です。
この思いの背景には自分自身の体験があります。

本日はこのような機会を頂き、本当にありがとうござい
ます。本日は当団体ＪＡＥの活動、そして私自身がコー
ディネーターとして関わっている中学校区についてご
紹介をさせて頂ければと思います。
私は小学校 6 年生の時からの「教育を通して世界を
平和にする」という夢を胸に、現在は、NPO 法人 JAE と
いう団体で「教育コーディネーター」という仕事をしてお
ります。
ＪＡＥは『未来のために場づくりで人を育む』というミッ
ションのもと、小中高校生対象には企画型体験プログ
ラム、大学生には長期実践型インターンシップをしてお
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私は小学校 2 年生の終わりから中学校 2 年生の終わり
まで、父の大学院で勉強したいという夢を果たすため、
家族でイギリスへ引っ越しました。イギリスでは英語が
わからず苦しんだ上、アジア人に対する暴力的な人種
差別があり、自分に対して自信をなくすばかりの日々
でした。小学校 6 年生の時、唯一差別をしないと信頼
していた先生が差別的な言葉を使ってクラスを盛り上
げた時、私は「先生がこういう視点を持っているから何
も変わらないんだ」と気付きました。その頃に生まれた
のが「教育を通して人種差別をなくす」という夢でした。
中学校 2 年生で日本に帰る事になった時は、今度は
日本語がわからず、漢字も書けない、勉強もよくわから
ない状況で、「自分の価値」「生きる意味」を考える日々
が続きました。
中学 3 年になると勉強ができない事、日本語がわから
ない事、自分に自信がないこと、毎日が辛いこと、全て
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を親や環境のせいにしていました。周りは私が何も出 ■本日のビジター
来なくても「しょうがない」と言う。その中である高校の先
生との出会いがありました。その人は私に「おまえには
おまえにしか出来ないことがある」「大きな人間になって
もらわないと困る」「世界を見てきなさい」と言われました。
勉強の意味もわからずに生きていた私でしたが、勉強
を始め、世界を見ようとアメリカへ。
アメリカの大学卒業後、平和に貢献する人材になるた
め国連大学へ。卒業後は「教育を通して苦しんでいる
人の支えたい」との思いをもとに、さまざまな職業をさせ
ていただきました。大学院を出た後はいくつかのボラン
ティアをし、その後はピースボートで日本一周し、三重
県の学校で相談員として働き、インドネシアでは平和
活動家の保護を行うために、NGO へ行きました。
そして、現在に至ります。
ＮＰＯ法人ＪＡＥ 塩見優子様（卓話ゲスト）・板井恒理様・見浪悠太様

自分が生きる事で何か人のためになれば、という思い
で動いてきた中、出会ったのがこの中学校区の子ども
たちや先生方でした。
今の自分がいるのはたくさんの出会いのおかげです。
さまざまな人やきっかけに支えられて生きてきました。
だからこそ、この地域の子どもたちにいろんな出会いを
味わって欲しい、可能性はたくさんあるという事を知っ
てほしいと願っています。
私は先日、家庭環境の厳しい小学校にて、小さい頃の
差別の体験、そして今までの生き方について語る機会
を頂 きました。そこで心 をこめて話 せた内 容 、それは
「全てに意味がある」「その経験があるからこそ出来る
事がある」でした。『厳しい』家庭環境、狭い将来展望、
少ないモデルとなる大人、さまざまな課題などを見てき
ています。
その中で生きる子どもたちは本当に人懐こく、素直な
子たちです。
いろんな現実がある中で、
「だからこそ強 くなったよ!!」と言 えるようにしてあげた
い。
「だからこそ濃 い人 生 を送 れているよ」と本 人 たちが
堂々と言えるように、濃い体験を届けたいと思っていま
す。

植田誠さん、山路高純さん
ご入会おめでとうございます！
楽しいロータリーライフをご一緒しましょう♪

このような地域は他にもある中で、予算の関係に左右
されずにしっかりと良い出会いを提供できるよう、引き
続き動いて参ります。そして、人々が環境に負けずに、
みんなが生きたいように生きていけるように、力をつける
お手伝いを続けて参ります。
先日は直接ご寄付もして頂き、本当にありがとうござい
ました。使途等も改めて報告させて頂きます。
お預かりした大切な寄附をもとにしっかりと動いて参り
ます。
今回は素敵な機会を頂き、応援をしてくださり、本当に
ありがとうございました。

「奉仕を通じて平和を」
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松本幹事・片岡会長・植田誠新会員・山路高純新会員
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本日のメニュー
和食

次週のプログラム

お刺身盛り合わせ 鮪 鯛 烏賊
第 1315 回例会／2013 年 3 月 6 日

どじょう柳川鍋
◆挨

拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까 」
（韓国語）
◆国歌斉唱 「君が代」

トロ鯖の塩焼き
牛肉のエノキ巻きと大根・湯葉ロール
ご飯 香物 味噌汁

◆ロータリーソング 「友」
デセール レアヨーグルトとフルーツ添え
◆卓

話
「ＦＶＰ説明会」
安井 一男 国際奉仕委員長

台北市中興ＲＣの創立２１周年記念式典
＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
（旅行）に多数のご参加をお願いします！

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

２０１３年３月２３日（土）台湾南部墾丁にて

予定表

月

日

曜日

２

２７

水

３

６

予定

時間他

第１３１４回 例会 イニシエーションスピーチ（２名）
菅本憲市郎会員を偲ぶ会 於新大阪ワシントンＨ２Ｆ「桜の間」

１９：００～

水

第１３１５回 例会 「ＦＶＰ説明会」 安井国際奉仕委員長

13：00～ 定例理事会

８

金

「心のケアチャリティコンサート」於シンフォニーホール１９：００開演 （18：00 開場）新大阪ＲＣ協賛

１３

水

第１３１６回 例会 北野会員担当 「ギターコンサート」

２０

水

例会休会 春分の日

２２

金

～２５（月）台北市中興ＲＣ創立２１周年記念式典参加ツアー

２３日（土）が記念式典

２７

水

第１３１７回 例会 「クラブヒストリー１１年目から１５周年まで」

１３：３０～絵画クラブ（仮予定）

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「奉仕を通じて平和を」

Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他
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2012～13
田中 作次
Miho´s年度
house 国際ロータリー会長
他☆素材通り☆他
http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他

