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今日の例会 2020年2月20日 来週の例会

■ 卓話 「衛星クラブについて」

須﨑 洋一 君

■ 今日の歌 「奉仕の理想」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 第4回衛星クラブ設立準備委員会

■ 2月27日（木）

卓話 藤本 良男 君

会長の時間 大橋会長（2/13分）

例会日：2020年2月20日（木）
（令和2年2月20日）

それでこそロータリー

どこで会っても やあと言おうよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

遠い時には 手を振り合お うよ

それでこそ ローロー ロータリー

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; 
One profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

ロータリーソング

奉仕の理想

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー

日も風も星も

さわやかな朝だ われらはロータリアン

いつもほほえみ いつも元気で

さあ 出掛けよう

日も風も星も ラララ光るよ

われらがロータリー

「 聞 こえるかい 熱い心の高鳴りが 」
夢を世代に受け継いで

今日も明日もその先も
胸いっぱいに友情深め

肩組んで 謳おう
われらがロータリー

町に灯 （ と も し び ）を

出会いの挨拶してごらん
並木さら さら葉から葉へ

人にやさしい町の風
ロータリー ロータリー

廻って 守れ 風車になって
地球がきれいな息をする

我らの生業

我等の生業 さまざまなれど
集いて図る 心は一つ
求むるとこ ろは 平和親睦
力むるとこ ろは 向上奉仕
おゝロータリアン 我等の集い

限りなき道ロータリー

奉仕の理想 胸に秘め

友情花と咲かせつつ

生きよう今日も ニコニコ と

一筋の道 ロータリー

限りなき道 ロータリー

4つのテスト
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある

ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自

の職業を高潔なものにすること

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じ

て、国際理解、親善、平和を推進すること。

ロータリーの目的

今日は小林正二さんの紹介で鶴園さんに卓話に来てもらいました。よろしくお願いします。

本日はニコニコ箱について話したいと思います。

皆様ご存知の通り、ニコニコ箱とは例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱です。会員、その家族、

事業等で何か嬉しいことや、おめでたいことがあったとき、または何かで失敗したり、迷惑をかけたとき、お世話

になったお礼などを「ニコニコ」をもって披露し、喜びなら分かち合い、失敗ならユーモアで苦笑し、例会を賑わせ

て親睦を増進する役割もしています。勿論、集まったお金は奉仕活動資金となります。当クラブでも予算に組み

入れています。「ニコニコ」は任意の寄付ですから、金額や頻度に関する制限はありません。

つまり、臨時の収入なわけですから、クラブ運営費がこれを当てにするのは、クラブ財政の健全性の見地から適

切ではないとされています。原則としてはそうなのですが、他クラブやその年度の財政状況によっては、運営費

として賄っている所もあります。うちのクラブもこれに該当します。「ニコニコ箱」は「スマイルボックス」とも言われ

たりするので、てっきりアメリカのロータリーが行っている習慣をそのまま日本が踏襲したものと思われがちです

が、発祥は日本のロータリーです。ニコニコの元祖については、東京RCと大阪RCが互いに本家争いをしたと聞

いております。しかし、残っている記録としては、最初に「ニコニコ箱」を設けたのは大阪RCの方が二か月早かっ

たようです。大阪RCは昭和11年7月に始まり、東京RCは同年9月から始まりました。大阪RCの場合は、はじめは

ペナルティボックスの形式で始まり、遅刻や早退などに対して強制的に取り立ててたそうです。海外にもこれに

似た「Fine Box」というものがあります。例えば初期のシカゴRCでは、欠席した会員や会合の返事を出さない会

員から罰金として５０セントを徴収して積み立てていたのですが、これに対して抵抗する会員も出てきて、ポー

ル・ハリスは会員に対する罰金制度は、会員の権威を傷つけるのでやめようとなり、その後はお祝い事など、お

互いの喜びを披露しあうものに変えたそうです。

このように「ニコニコ」を活用することは間接的な会員同士の情報交換だと思いますし、たったそんなことで、身

近に感じることもあるかもしれません。「信頼しあえる仲間作り」にこの「ニコニコ」を役立てたら良いと思います。

平和と紛争予防／紛争解決月間
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幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日例会後、第4回衛星クラブ設立準備委員

会

【2】 2/22（土）第2回ホストファミリー懇談会及び

来日生懇談会（吉﨑会員、ショウ タン リー君

出席）

【3】 2/27（木）例会

【4】 2/29（土）地区ロータリー財団補助金管理セミ

ナー（斉藤会長エレクト、河村副会長、前田

社会奉仕委員長、迫谷国際奉仕委員長出

席）

【5】 2/29（土）米山奨学生終了者歓送会（北川カウ

ンセラー、グェン ミン トゥーさん出席）

《連絡事項》

【1】 3月22日（日）は創立55周年記念例会および

祝宴です。会場準備の都合上、ご出欠のお

返事がまだの方は、至急事務局までお知ら

せ下さい。よろしくお願い致します。

出席報告 2月13日

（2/13）の出席者数：30名（3）

ゲスト1名：ハートコンサルティング代表
鶴園 広伸 様

青少年交換学生 ショウ タン リー 君

2/13出席率：56.6％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：61名（免除11名）

1/23 1/30 2/6

HC出席 27(2)名 25(4)名 30(3)名

MU出席 10(2)名 7(0)名 5(1)名

修正出席率 68.52％ 59.26％ 64.81％

地区チーム研修セミナー

委員会報告① 55周年実行委員会
実行委員長 天野 正亮

会員コラム 駒林 廉弘

ご無沙汰いたしております。

一年ほど前から、自分の生活が変り果て、主夫

になり日々の食事 とりわけ、夜の食事が一番困

るそれがよく分かりました。

その昔は、文句ばかり言っていた自分が誠に恥

ずかしいと今思っております。この三年ほど前か

ら家政婦に来てもらっていますが、家政婦の仕事

といえば食事の用意、洗濯、掃除をするものとば

かり思っていたが、洗濯、掃除は一応してくれま

す。でも、話にならない位いい加減です。食事は

一切作ってくれません。

今年77歳で、目も見えにくくなってきたと思われる

ので最近は注意をしない様にしております。

この奉仕の気持ちは、ロータリークラブに入って

養われたものと考えています。

今年の正月も一切正月料理ができておりません。

我が家では昔から男が雑煮を作る習慣がありま

したが、今年は雑煮も作らず旅行に行って、少し

はゆっくりしようと思って、いつもより長く日程を取

りました。

これが大きな間違いで普段は毎日、看護師、ヘ

ルパー、家政婦、理学療法士と入れ替わって来

てくれます。旅行に行くと自分が全てしなければ

ならない事をすっかり忘れて、ゆっくりする予定が

疲れに行った様なものだったが、妻はわからない

なりに少しでも喜んでくれていると言うことを看護

師やヘルパーから聞き、多少の記憶もあるんや

なー、無駄な旅行でも無かったんやと思っており

ます。

2020年2月15日（土）
於：追手門学院大学 茨木総持寺キャンパス

２月１５日、第２２回子ども食堂を実施いたしました。

不順な天候が続き、曇り空でしたが今回も天候に

恵まれ、雨は降りませんでした。今回まで２２回、不

思議なほど一度も雨は降っていません。この日、戸

田幹事がステンレスの竹馬をもってきてくださいまし

た。ちょうど食事の時間でしたので、子供たちと一

緒に食事を勧めたのですが多忙のようで、すぐに仕

事に戻られました。忙しい中ありがとうございました。

いつものように食事、学習、遊びと勧められました

が、私も子供の国語の教材を見て、その内容が昔

とずいぶん変わってきていることを改めて感じまし

た。

子供は遊びを自分で何でも作り出します。庭の隅に

置いてあった荷物を運ぶ一輪車に乗りたいと言うの

で子供と電車ごっこ、こちらは７０歳の誕生日を迎え

たところ、すぐにグロッキー、子供はその要領をすぐ

に身に着けて自分たちで遊んでくれたのですが、今

度はひっくりかえってけがをしないかと心配、意外と

うまく友達を一輪車に乗せて遊んでいました。毎回、

子供たちは自分たちでいろいろな遊びを工夫して楽

しんでいます。

今回の子供の参加は２５名、クラブからは城戸会員、

溝畑会員と私の３名、民生委員２名いつものボラン

ティアの方が９名、東大阪大学の学生１名で、東大

阪市社会福祉協議会から１名、東大阪市福祉部こ

どもすこやか課、大川課長も参加をいただきました。

ローターアクト第2回地区献血

2020年2月16日（日）
ＪＲ京阪京橋駅前


