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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2013.6.5

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
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。

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

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1325 回例会／2013 年 6 月 5 日
本日の挨拶
「サワッ（ト）ディークラッ（プ）
（タイ語）
標
語
「Peace Through Service」

第 1324 回例会報告 （5 月 22 日）
■司会進行

SAA 山本会員

■ロータリー・ソング

SAA 鋳方会員

■来賓紹介

SAA 鋳方会員

」

「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」
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary,
R-O-T-A-R-Y Is known on land and sea,
From North to South, From East to West,
He profits most who serves the best,
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary
卓
話
元神戸製鋼ラグビー選手
元全日本代表選手
南條 賢太 様
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本日の卓話ゲスト
会 友

■出席者報告
第 1324 回例会
会員数 34 名
出席数 27 名

畑野 研太郎 先生
辻本 嘉助 様

SAA 山本会員
2013 年 5 月 22 日
出席率 82.35％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 1 名

第 1323 回例会（5/15）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 88.26%
5/01 横山会員
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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
2013.5.22

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

生尾会員、遠藤会員、北野会員、山本会員
ロータリーの友 5 月号で、視点で高島ガバナーが書い
ておられますが、ロータリーを知らずに退会していく 3 年未
本日の合計
4,000 円
満の新会員のことを取り上げられています。それを防止し
今年度累計
185,000 円
ていく手段の一つとして会員研修の必要が挙げられてい
ますが、新会員だけでなくロータリアンである限りは生涯研
米
山
ボ ッ ク ス
修が必要であるという観点で、2660 地区では全会員が研
修できるカリキュラムが作成されつつあります。
生尾会員、北野会員、山本会員
それでは、あなたはなぜロータリアンなんでしょうか？
皆さんの答えは様々でしょう。「立派なロータリアンにあこ
本日の合計
3,000 円
がれたから」とか「取引先に言われて仕方なく」とか「先輩
今年度累計
186,000 円
に言われて断れなく」という人が多いでしょう。
私もそうなんですが、消極的な理由で入会した場合、数か
ニ コ ニ コ 箱
報
告
月で「毎週例会に出席するのが大変」「どこが楽しいのか
わからない」という人が多いと思います。「そろそろやめたく
■SAA
久富 会員
なってきた」などとは言わないでください。1，2 年たち例会
出席を重ねるうちに良い友達ができ、いろいろ教えてくれ
生尾会員 畑野先生をお迎えして。
る先輩ができ、例会に出ることが当たり前になって調整も
遠藤会員 畑野先生をお迎えして。
つけれるようになります。
北野会員 松本先生おめでとうございました。そ
奉仕活動に参加して、仲間と共に活動することによってお
して大変ごちそうさまでした。
互いが本当に良い仲間だと思えるようになり、また自分た
田中会員 １９日の歩こう会、雨で午後より中段と
ちが差しのべた人々の笑顔を見て「ありがとう」という言葉
なりましたが、松本先生のオークス当
を聞いて自分たちがその人たちに与えたものより、その人
り馬券のおこぼれで、美味しいビー
たちからもらったものの方が大きいと築くかもしれません。
ルが飲めました。
例えば友好クラブである台湾に行くと外国のロータリアン
松本（圭）会員 歩こう会で迷子になった松本正
と友情を深めることができ、また自分たちと同じような活動
さんを天下茶屋で待った田中さんと
をして、悩んでいることも聞けます。そんな時、「ロータリア
雑踏の中で見つけ出した北野さんに
ンでよかった」と思うことがあるでしょう。田中作次 RI 会長は
乾杯です。
「ロータリアンなら誰しも、自分にとって特別な意味のある
吉田会員 畑野先生をお迎えして。本日よろしく
経験があるかと思いますが、これを「ロータリー・モメント」
お願いします。
（心に残るロータリーの体験）と述べられています。ロータリ
ーへの入会動機は仕方なくとも活動を続けていくことにより
■幹事報告
幹事
松本 正
ロータリー・モメントは増え、広がっていくと思います。
・大阪北ＲＣよりニコニコキャンプの案内が届きました。パ
ンフレットを本日ボックスへ配布しております。尚、開催
要項及び参加者推薦のお願いを回覧します。小学４
年～６年の児童をご推薦頂ける場合は事務局までお
申し出下さい。
・大阪イブニングＲＣより例会変更のお知らせが届きまし
た。回覧します。
・日本ライトハウスより「盲導犬を育てる会」のレポートが
届いております。これも回覧します。
・元会員の向井強様より所属されている写真同好会「修
羅」の写真展の案内を頂いております。期間は６月４日
■東日本大震災義援金報告
5 月 ２２日 ４，０００円
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（火）～９日（日）、場所は奈良市美術館です。ご都合
のつく方は足をお運び下さい。案内状を回覧します。
・次週５月２９日は例会休会です。お間違いのないようお
願いします。ＭＵ受付は１２時から１２時半までです。担
当の方はよろしくお願い致します。

知的ハンディを持つ人々と彼らの生活を支える「アシスタ
ント」と呼ばれる人々が、人間らしさを探そうとするコミュ
ニティー(共同の生活の場)です。ラルシュではそれぞれ
の信仰が大切にされており、祈りを中心とした生活を送
っています。ラルシュの始まりは、1964 年、ジャン・バニ
エが、友人のトマ・フィリップ神父を通じて、ラファエルと
フィリップという知的ハンディを持つ男性と出会い、病院
卓 話
に閉じ込められるように暮らしていた彼らの状況を知って、
彼らとともにフランスのトロリー村で祈りを中心とする共同
「ライフ・リバー報告とおまけの話とお願い」
生活を始めたのが始まりです。その後、ラルシュの霊 性
畑野 研太郎 先生
に基づくグループ・ホームは各地に作られるようになり、
現在ではラルシュ・インターナショナルには 40 カ国、約
150 箇所に大小さまざまな共同体が加盟しています。そ
れぞれ、知的ハンディを持つ人と持たない人が、本当の
家族のようにして共同生活を送っているのです。
バングラデシュにもテゼ共同体（男子修道会）の支援
により、2007 年にラルシュ共同体が創設されました。バン
グラデシュのラルシュのコミュニティ・リーダーは、日本の
国際協力 NGO である「日本キリスト教海外医療協力会
（JOCS）」から派遣されている、日本人のワーカー、岩本
直美さんです。イスラム教国のバングラデシュのラルシュ
では、それぞれ違う宗教に属するメンバー（イスラム教、
新大阪ロータリークラブの皆様には、一年ぶりのご挨 ヒンズー教、キリスト教）が、互いの信仰を大切にしつつ、
拶ですが、本当に古い友人としていつもお支え下さりあ 祈りを中心とした生活をともにしていることから、先進的
りがとうございます。一年に一回しか来ないのに、正式の な共同体として世界のラルシュのなかでも特に注目され
名札まで作っていただきました。本当に仲間として認め ています。（以上はほぼ『ウィキペディア（Wikipedia）』の
ていただいていることを感じてありがたく思っております。 記載です）
2012 年には、ライフ・リバーからチャンドラゴーナキリス
テゼのブラザーたちは、私がバングラデシュで働いて
ト教病院（以下 CHC）の外来患者さん 1893 人、CHC 入 いました時からの友人たちです。また、岩本直美さんは、
院患者さん 388 人、同じくバングラデシュのマイメンシン 現在私が常務理事をしている JOCS のワーカーで、妹の
にいる障碍者の方々54 人（+α）、ラルシュ・マイメンシン ような存在です。テゼのブラザーたちや岩本さんと山内
の方々44 人（+α）の方々をお支えすることができました。 章子さん（JOCS のワーカーで理学療法士）の写真をお
送金額は日本円にして CHC に 224 万 2976 円、マイメ 見せいたしました。今バングラデシュのラルシュは３軒の
ンシンの方には 81 万 5380 円でした。皆様のご支援のお 家を借りて生活しています。うち一軒が女の子たちの家、
かげで、困難な中で闘病を余儀なくされている方々をお プシュポニールです。私が 2009 年に訪問した時に撮っ
支えできましたことを心から感謝申し上げます。
た女の子たちの写真も見ていただきました。少女たちが
皆笑顔であることを皆様には見ていただきましたが、彼
さて、今日はバングラデシュのラルシュ共同体について 女たちはほとんどが路上生活をしているところを救われ
お話しさせていただこうと思います。
てきた知的障碍をもつ方々です。なかにはごみ箱から救
まずラルシュとは何かと言うことをご説明させていただき い出されてきた娘もおられます。差別と偏見により、また
ま す 。以 下 の 説 明 は フリ ー 百 科 事 典 『 ウ ィ キ ペ デ ィ ア 弱い存在であることにつけ込まれて苦しい生活を経験し
（Wikipedia）』 からの引用です。（正直言って今までは てきた彼女たちが、人を受け入れて笑えるようになったこ
それほど信用していなかったのですが、よく書けているの とに感動いたします。しかし、今この妹たちが危機に瀕し
で驚きました）
ているのです。今まで住んでいた借家を出なくてはなら
ラルシュとは、ジャン・バニエ(Jean Vanier）によってはじ なくなっているのです。彼女たちが安心して住める家を
められた知的障がいや発達障がいなどの知的ハンディ 確保しなくてはならないのです。不安定な借家ではなく
を持つ人々と持たない人々の共同体です。彼はまた知 て、ラルシュ・マイメンシンでは土地ごと家を買おうと計画
的ハンディを持つ人とその家族や友人が定期的に集ま していますが、まだお金が足りません。必要とされている
り、支えあうネットワークである信仰と光(Foi et Lumiere) お金はあと 2371 万円（1 ユーロ 130 円として）です。岩本
を協働創設しました。「ラルシュ」は、フランス語で「箱舟」 さんは SOS を８カ国に送ったと言ってきました。私たちラ
の意味から付けられた名前であり、「なかま」と呼ばれる イフ・リバーも、このバングラデシュの妹たちを全力で援
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助する決意です。いつもお支えいただいている上にさら
にお願いすることをお許しいただきたいのですが、どうか
皆様のご支援をお願いいたします。
いつに変わらぬ皆様のご協力を本当にありがとうござ
います。

歩こう会報告
第４弾企画
大阪の諸道を行く
其の一 熊野街道編の四
岸和田城から阪南
実は紀州街道
松本 正

蔵まで歩いた人間は、そうおらんやろう」と、それがなんか
嬉しいのですね。はい、おりません。ひょっとしたら、今生き
ている人類ではわしらだけかもしれない。ちなみに新大阪
から岸和田城まで約 50 ㎞です。
さて、例によって朝 9 時 30 分、南海電鉄蛸地蔵駅に集
結したのは、村木メイロ顧問、久富隊長、北野グルメ番長、
松本センセイ、ニコニコ田中隊員、筆者。今回も鋳方切り
込み隊長、ジョン欧米部長は欠席、代わりに宮崎長老が
参加してくれた。宮崎長老が参加すると、歩こう会はなん
かトウの経った「水戸黄門漫遊記」みたいになってしまうの
がおかしい。長老は破顔一笑、まさに「黄門さん」なのだが、
惜しいことに隊には助さん格さんがいない、風車の矢七も
いない、由美かおるもいない。いるのは、黄門さん予備軍
と、うっかり八兵衛ばかりである。うーむ。
しかし、まあ我々は、旅籠に泊まって、宿娘が悪代官に
手籠めにされそうなところに踏み込んだり暴れたりすること
はないので、これはこれで良いのである。

これまでは、曲がりなりにも熊野街道に沿ったり外れたり
なにはともあれ、漫遊記らしく岸和田城に登城して、河
して進んできた「歩こう会第４弾企画其の一熊野街道編」 内の春を愛でようではないか。ということになったのである
なのだが、実は、この回から熊野街道とまったくオサラバし が、岸和田城に着いたのが 9 時 45 分、開城の午前 10 時
てしまう。岸和田からもう少し南下したあたりで熊野街道は、 まで、まだ 15 分ある。せっかくここまで来ているのだから 15
進行方向左にギュインと曲がって、山の中へ入って行って 分くらい待ってもよいようなものなのだが、本日昼ビール予
しまうのだ。ただ、そちらでは、JR 阪南線沿いで隊員の集 定の田尻漁港の魚市場は、ここから推定 12 ㎞以上、午前
合にすこぶる不便、かつ海沿いじゃないので、泉州の美味 中の行程としては結構遠い。しかも魚河岸だけに、「早く行
しい魚も食べられない。ということで、歴史的正確さよりも、 かんと昼に間に合わん美味いぞ」という北野グルメ番長の
宴会を優先する歩こう会は、ここであっさり熊野街道から紀 ご意見。例によって、名所旧跡より宴会重視の歩こう会、岸
州街道に方向転換することにした。なので、これを読んで 和田城登城はあっさりあきらめ、「まあ、登らんでもええや
おられる会員で、もし歴史に詳しい方が「あれ、阪南に熊 ろ」「そうですね。言うても鉄筋コンクリートの建て替え天守
野街道はないのではないか」と訝しく思われても、ご勘弁く 閣やし」なんぞと、「狐と葡萄」の故事よろしく、お城をくさし
ださい。熊野街道か、紀州街道か、ともかく大阪から和歌 ながら、まずは二色の浜公園へ。しかし、予想に反して、こ
山まで、楽しく歩いて美味いもん食べて到達するのが、歩 こはなかなか絶景であった。なんと、関空大橋、明石大橋、
こう会の目標でございますゆえ。
淡路島が一望できるのである。凄いスゴイ。「これはいっぺ
しかし、例によってだんだん集合場所が遠くなっていく。 ん、関空まで歩いて行ってみよか」という話が出たが、実は、
１回目＝ワシントンプラザホテルロビー、２回目＝地下鉄御 これは不可能。なぜかは知らねど、日本の大きい橋は大
堂筋線動物園前駅、３回目＝南海電鉄堺東駅と来て、今 抵、自動車あるいは鉄道専用で、人が歩いて渡ることはで
回は南海電鉄蛸地蔵駅、まさに、おうちがだんだん遠くな きないのだ。関空大橋不可、以前、歩く会が金毘羅作戦で
る♪遠くなる♪、である。しかし、まあこれが、隊員たちの歩 通過した明石大橋も不可、鳴門大橋も不可、瀬戸大橋も
いてきた総距離なのであって、「新大阪から岸和田の蛸地 確か不可。関西近辺で歩いたり、自転車で渡れるのは、広
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島の尾道～四国の今治をつないでいるしまなみ海道だけ
です。つまらんねえ。日本の行政ももう少しこの辺考えて、
楽しい施設にしてほしいなあ。ちなみに上記のうち、明石
大橋と鳴門大橋は途中までなら行けて、鳴門の渦潮を橋
上から眺めることができます。でもやっぱり、せっかく橋な
んやから、渡りたいよなあ。

ビールを控えなければならない時は、オールフリーが良い
ですよ。とか何とか、言いながら、お寿司つまみながら 3 本
も飲んだら、さすがに腹いっぱいなのであった。そこでタイ
ムアウト、他の隊員が、ほんまもんのビール飲んでますま
す意気軒昂、ボルテージがどんどん上がっていくのを羨ま
しげに眺めながら、一人漁港を後にしたのでした。
よって、今回はこの後、みんながいかなる冒険大活劇を
繰り広げたのか、実は知らないのだ。ただ、歩こう会後の例
会に皆さん出席していたから、隊員の誰も遭難したり、島
流しになったりはしなかったらしい。伝え聞くところによると、
この日予定された南海本線尾崎駅に無事到着、その後、
難波に取って返して、前回同様、怒涛の居酒屋「竜田屋」
で大宴会を催したとのこと。「今、貝塚です。これから難波
に戻って宴会で～す。町内会終わった？」と心温まるメー
ルを、北野隊員から頂いたとき、筆者はビールもツマミもな
い町内会の、長々長々した会合に、まだつき合っていたの
でした。残念無念、次回は飲むぞ～！ということで、次回
はついに大阪編終了、いよいよ和歌山に突入、乞うご期
待！

そんなことをワイワイ言いながら、関空大橋のフモト目指
して、一生懸命歩いているのだが、さすがは関西で 1，2 を
争うメガストラクチャー、「もうすぐやろう」と思って歩いても
歩いても、なかなか近づいてこない。すでに、時刻は 11 時
半過ぎ、目指す田尻漁港は関空大橋を越えてさらに数㎞
先。危うし、昼飯、昼ビール。この窮地を救ったのは、やは
り北野グルメ番長の嗅覚であった。「田尻まで行かんでも、
泉佐野漁港にも海鮮市場があるハズである！」なんという
鋭い推理！というか、よく考えたら「そらそうやろ」（でもなか
なか思いつかんよ）的逆転の発想で、歩こう会は、進路変
更、泉佐野漁港へ急行した。すると、海鮮市場の中に、あ
りましたありました。その名も高き「裕太郎寿し」の看板が！
（て、さっきまで誰も知らんかったけど）。店内は、ちょうど
我々にうってつけのテーブル＆カウンター席が空いている。 歩こう会グルメ情報その 4
しかも「やれ嬉しや」とそこに座り込んだ途端、店内は急に 裕太郎寿し
込み始め、店の前には長蛇の列が。どこまでも、悪運強い
「歩こう会」なのであった。ちなみにここはかなり有名な店ら
しい。注文したアナゴの天ぷら、鯖の棒寿し、ガッチェ（こ
の辺りで取れる小さい魚らしい。私は初めて食べました）の
唐揚げ、海鮮丼、握り、なんでもみんな美味い。しかも、値
段が半端なく安い！中トロの握りが 500 円、アワビの造り同
じく 500 円！最高の海の幸で。ビールで乾杯！と行きたか
ったのだが、実はこの日、筆者は午後から町内会の会合 泉佐野市新町 2－5187－101 泉佐野漁港青空市場内
で家に帰らねばならず（４月から理事と班長が回ってきち ℡072－460－1313
ゃったのだ）、往復の時間を考え、岸和田まで車で来てい 「いずみさの関空マリーナ」の横にあります。泉州の漁港に
たので、みんなが冷えたビールで「ヒェ～！」と唸っている ある海鮮市場の寿し屋だけあって、ネタは新鮮、しかも安
のをしり目に、一人寂しくサントリーオールフリーを飲んで い。海外出張その他の帰り、関空でしょうもない寿しを食べ
いたのでした。ちなみに、あちこちの酒造メーカーが最近 るんなら、橋を渡って泉佐野南インター降りて直ぐの裕太
ノンアルコールビールを出していますが、アルコール０％、 郎寿しに向われたし。日本に帰ってきてよかったとしみじ
カロリー0％はオールフリーだけです。しかも、味もかなりビ み思いますよ。ただし、漁港の市場内の寿し屋なので 19
ールに近いので、皆さんも運転、健康面その他の理由で 時閉店と、夜は早いので、ご注意のほどを。

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ

次週のプログラム

６月のバースデーロータリアン
６月２０日
６月２３日
６月２６日

岡田会友
大石会員
川内会員

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
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。
第 1326 回例会／2013 年 6 月 12 日
私は人のために奉仕します。
◆挨 拶
「サワッ（ト）ディークラッ（プ）
」
（タイ語）
◆ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

本日のメニュー
～洋食～
焼き茄子とフルーツトマト ルッコラの冷製カッペリーニ

◆卓

芋のクリームスープ

話
イニシエーションスピーチ
菅本 泰年 新会員

牛ヒレステーキ 香草風味焼き
ロールパンとフランスパン
地区広報委員会よりお知らせ

珈琲

２０１３年４月～６月
広報委員会では、昨年に引き続きラジオ大阪を通じ、ロータリー活動
について、一般の皆様にアピールしております。
皆様、是非お聴きください！
番組名： ラジオ大阪

★「あなたのそばにロータリー」

毎週 水曜日１６：１２～放送します
（第１回～第９回は放送済み）

予定表
第１０回 ６月 ５日

月

日
６

曜日

福家宏ガバナーエレクト

予定

時間他

１

土

地区次年度会員増強セミナー 14：00～16：45 於大阪 YMCA２F 横山会長エレクト・松川増強委員長出席

５

水

第１３２５回 例会 元神戸製鋼ラグビー選手

９

日

第３１回 健康家族の会 「奥池－鷲林寺－甲山ハイク」

１２

水

第１３２６回 例会 イニシエーションスピーチ 菅本 泰年新会員
会長・幹事慰労会 18：30～ 於チャイナテーブル（ワシントン）

１６

日

歩こう会「大阪の諸道を行く～熊野街道実は紀州街道」第６回

9：30 南海電車尾崎駅集合

１９

水

第１３２７回 例会 新旧各委員会引き継ぎ

13：30～絵画クラブレッスン

２６

水

第１３２８回 例会 一年を振り返って 片岡会長・松本幹事

南條 賢太 様 13：30～定例理事会
9：00 阪急神戸線芦屋川駅改札集合

イラスト提供： Miho´s house 他

「奉仕を通じて平和を」
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