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ロータリーに輝きを
2014 - 2015年度国際ロータリー会長 ゲイリー C. K. ホァン

本 日 の 例 会

シェイ（青少年交換留学生）

４月１７日
（第３例会）

Nur Izzatur Binti Ismail（米山奨学生）
（ヌル イザトゥール ビンティ イスマイル）

● 卓話 「A patient Ⅱ」

常にお世話になる看護師さんについて
（佐藤禮子教授の講義より）
佐々木正治郎会員
● 次年度理事会

11：00 〜 12：10
シェラトン都ホテル大阪 ３階 ホワイエ

◆ 会 長 挨 拶 ◆
4 月3日に広島城南ロータリークラブの創立 20 周
年記念式典ならびに祝賀会に中谷幹事と三木会員と

次 週 の お 知ら せ

４月２４日
（第４例会）

出席しました。広島城南ロータリークラブは現在 60 名
の会員で平均年齢が 50 歳の活気あふれるクラブで

● 新会員入会式

池宮 真氏（ホテル）
● 卓話 「タクシーの配車」

富士通テン販売（株）通信営業部
関西・西日本販売グループ 橋本悟志氏
（岡部倫正会員担当）
● 食膳 〈中国

円卓料理〉

次 々 週 の お 知らせ

す。記念式典は感謝状の贈呈、記念事業の発表、連続
出席者の表彰があり、祝賀会では子供神楽「やまたの
大蛇」や姉妹クラブのハワイと仙台の高校のフラダン
スチームの競演など楽しみました。4 月4日は雨が
心配されたのですが、昼には快晴となり桜が満開のも
と世界遺産の宇治平等院・錦水亭のたけのこ会席を

５月１日
（第 1 例会）

賞味して大山崎山荘美術館の鑑賞と庭の散策を楽し
みました。親睦・出席委員会の皆様ありがとうござい

休 会

先 週 の 記 録

ました。

４月１
０日
（第２例会）

◆ 委 員 会 報 告 ◆

● 出席報告

出席会員 43 名（内免除会員 12 名）
会員総数 49 名（同上 16 名）
ゲスト
4名
ヴィジター 0 名
計
47 名
ホームクラブ出席率 95.55％
3 月 27 日
（第 4 例会）補正出席率 95.24％（MU 5 名）
● ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

William Wong（香港島東 RC）
FANNY（William Wong 様の奥様）

①「親睦・出席委員会」報告
親睦・出席委員長

中谷佳正

4 月4日の「春の家族会」には、会員ご家族で 37
名の皆様に参加して頂きました。
平等院・錦水亭・
大山崎山荘美術館の行程で、予定通り17 時に上
六へ無事戻ることができました。
ご協力ありがとう
ございました。今後とも親睦活動へのご参加よろし
くお願い申し上げます。
②「社会奉仕委員会」
報告
社会奉仕委員長

！
4月は雑誌月間です！

中尾𠮷計

本日、ポストしています囲碁将棋大会のお知ら

◆ 交換留学生挨拶 ◆

せです。4 月25日（土）に東成老人福祉センター
で、第 25 回大阪城南ロータリークラブ会長杯・囲
碁将棋大会を開催します。当日参加者は、9：20
に現地に集合お願いします。9：30より組合せ抽
選会。井上会長挨拶の後 30 分程度、東成警察署よ
り交通安全のお話をお願いしております。
その後、
試合を開始し昼食をはさみ、午後 4：00 迄試合。
4：00 過ぎより表彰式を予定しています。
よろしく
お願い致します。

みなさん、
こんにちは！先週あ
りがとう。
京都はとても楽しかった。私は
初めて宇 治 平 等 院 へ 行きまし
た。それはとても綺麗ですね。そ
して初めてタケノコを食べました。
タケノコは美味し
かったと美味しくない。
ちょっといっぱい…しかし、
ご
はんはすごく良かった。
ありがとう。

③「ロータリーの友」4 月号のご紹介
雑誌・広報委員長 杉原 茂
横組み
P.3

シェイさん

2週間前、私とロータリーの留学生は東京に行きま
した。
それも楽しかった。
ありがとうございました。

RI 会 長メッセージです。雑 誌月間でもあり

「この号を読み終えたら、誰かに差し上げてくだ
さい」
と言っておられます。

◆ 2015 年度米山奨学生挨拶 ◆

P.8〜9 世界中 31 ヶ国で発行されているRI 公認
雑誌が紹介されています。
P.15〜17 「友」の歴史で、白黒からカラー時代と
共に奉仕内容も徐々に変化していく状況が良く
解ります。
P.18〜25

国内外で盛んに行われているロータ

リーデイの行事が掲載されています。当地区の
ロータリーデイは井上会長が再々お話しされて
いるように5 月5日です。ぜひ、
ご協力をお願い
いたします。
P.38 地区大会情報で当地区がトップに掲載され
ております。

ヌル イザトゥール ビンティ イスマイルさん
みなさんこんにちは！ はじめま
してヌル イザトゥールと申します。
ちょっと名前が呼びにくいの
で、
『 ザトゥール』
とか『ざっちゃ
ん』
もいいです。
マレーシアから来ました。
日本には5年経っている
んですけど日本語は結構しゃべられます。今、阪大生
の修士課程の2年生です。生命先端工学専攻でミジン
コの研究をしています。今日、皆さんと出会って色々心
から嬉しくて、
これからも色々な事を話しかけて私の
ことを宜しくお願いします。

縦組み
P.4〜8 SPEECHでは日本の再生の為に
「地域の
役割と文化芸術の力」
の大切さを中心に、
日本人
の良い処をもう一度見直そうと説かれています。
P.9〜12

わがまち…そしてロータリーは沖縄県

那覇市の紹介ですが、大阪と同様に外国人の観
光客が非常に増えているようです。
P.16〜P.18、P.26 には当地区クラブ関連の記事が
掲載されています。
尚、
「友」
では「チョット変わった例会の食事」及び
「例会の工夫」特集を企画しています。
ご投稿を
お願いいたします。

▲ はじめまして！『ざっちゃん』
です。

４月１０日 ＜第２例会＞

卓 話

りと勉強していましたので浪人はしてしまいましたが、
なんとか国立大学に入学する事ができました。父は当

「内科医師になった経緯」
浅井 晃会員
親が医師だから医師になった
訳ではありません。父は寧ろ大
の医者嫌いな人でした。医師に
なるきっかけは、小学校入学の
年の1月に父が脊椎カリエスを
発病した事に始まります。小学1年生の頃は殆ど午前
の授業で終わり、帰宅すると母の弁当づくりを手伝
い、父を見舞いに行く毎日でした。4月からは担当の整
形外科助教授・斉藤瑞郎先生が大阪警察病院の整形
外科部長に転出された為、父も上本町9丁目の大阪警
察病院に転院しておりました。小学校1年生のほぼ1
年間は学校と病院の往復の毎日でした。七夕の笹飾り
の短冊に
「将来なりたい仕事を書きなさい」
と言われ
た時には、迷わず「お医者さん」
と書いたのはしごく当
然だったかもしれません。
当時の脊椎カリエスといえば、現在程に抗結核薬
のあるわけではなく、体力と栄養を付けつつ病巣を手
術によってひたすら掻爬（膿を取り去ること）
をして正
常な組織が盛り上がってくるのを待つことの繰り返し
でした。手術の度に担当の医師から母と同席して説明
を聞いた事もありました。小学生の私には詳しい内容
は全く理解できませんでしたが、子供心に大変厳しい
状態である事は理解できました。
その一方、判りやすく
かつ確信を持って説明される担当の先生の姿を、大
変頼もしく感じたのを覚えています。当時としては驚
異的な恢復と言われましたが、父は13ヶ月の入院を
経て治癒退院してくれました。1年間の休職の後、相愛
学園の数学教員として復職してくれました。その姿を
見て、小学校5・6年生の高学年では教師という職業に
憧れていました。大阪学芸大学（現在の教育大学）附
属天王寺中学校に進学してからは、技術家庭の時間
に図面を引いたりする事が楽しくなり、空間デザイン
や建築設計に興味を持つようになりました。高等学校
の2年生くらいまでは、工学部建築学科に進学を希望
していました。
ところが、同級生には医師の子弟が大
変多く、親しい友人は、ほぼ全員医学部志望でしたの
で、
しっかりとその影響を受けてしまいました。のんび

時も脊椎カリエスの手術後ということで執刀医だった
医師の元に定期的に通院していましたので、身近で医
学に関して相談できる相手としては主治医の整形外
科医しかありませんでした。長期休みの折には必ずそ
の先生のご自宅に伺い、父の治療のお礼を申し上げ
る事と同時に、学校で教わっている事の報告をした
り、医学全般にわたる色々な事柄を教えて頂いたりし
ていました。そのような経過から、志望は当然外科系
で、脳神経外科・心臓循環器外科・整形外科のいずれ
かの診療科を将来の仕事にしようと考えていました。
ところが、転機は最終学年6年生になった頃に訪れま
した。
それまでは外科系一辺倒であったにもかかわら
ず、全く正反対の極にある内科医になろうと考え始め
たのです。その理由は、一言で言うと守備範囲が広い
からです。早期で手術をするのにちょうど良い頃合い
の時期に病を見つけるのは内科の仕事なのです。
内科医師の診断の上に外科医師の仕事は成り立って
いると言っても過言ではないのです。
もっとも救急医
療は事情が異なりますが。外科医師はどんな病気に
対してもメスを執ってくれる訳ではありません。病気が
進行している時は、手遅れとして内科医師の元に戻さ
れます。そのような場合でもなんとか病状を恢復させ
よう、苦痛を緩和させようと医療の手を止めることをし
ないのが内科医師なのです。
父は、私が医学部の学生であった頃に
「おまえの不
勉強は、患者を死に至らしめる事を心せよ」
とよく申し
ました。父は既に亡くなりましたので私が開業医と
なった今の姿を知りませんが、町の「かかりつけ医」
「総合医」
としての仕事を喜んでくれていると思いま
す。医療に携わるものとして、診療所だけが仕事の場
とは限らないと思います。学校医として発育期の子供
に接し、産業医として働き盛りの人たちの健康維持の
お手伝いをし、社会保険支払い基金の審査委員とし
て保険診療を守り、要介護認定審査委員として介護
保険の適正運用に努める事で、医療の時間的空間的
広がりの中に有って、
これからも一生涯勉強を続けて
参りたいと考えております。

〈 4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真実かどうか

みんなに公平か

【会報委員会からのお詫びと訂正】
先週（4 月10日）の週報 2226 号の上会員の卓話
原稿に関し、原稿の掲載漏れのご指摘を頂きました。
4 月17日の週報 2227 号に於いてそれを訂正し、再
度掲載致します。卓話者の上会員はじめ会員の皆様
にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げ

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

に、07年からは写真も文字中心もきれいに印刷でき
る用紙に変更をしました。
創刊当初は3,300部でしたが2010年には9万9,300
部を数えています。2003年7月からHPを開設して
電子媒体で国際大会や国際協議会など現地からの
レポートを速報して広報の役割にも努力しています。
「友」が読まれていないとか、面白くないという声も

ます。

聞きますが、
「 友」は機関・情報誌ですが広報誌では
ありません。
ロータリアンを対象に編集されています。

４月３日 ＜第１例会＞

卓 話

この辺りが批判の遠因になっているのかもしれませ
ん。毎月手元に届く｢友｣をどのように活用するかは会

「雑誌月間にちなんで」
上 敏郎会員

員一人ひとりのロータリー活動への姿勢にかかって

「ロータリー の 友 」をよりご

いると言えます。理事・役員、委員長やロータリー歴の

理解いただくためにその歴史的

浅い会員には手引書として活用して頂きたいと思い

経緯や編集部の活動について

ます。

お話をさせていただきます。

全てのロータリアンが｢ロータリーの友｣を手元に
置きロータリーライフを楽しんでください。

・ロータリーの友の誕生
日本のロータリーは第60回地
区大会（1952年）で東西に分割が決議されました。
その時、共通の機関誌発刊の提言があり、東西の代表

にこにこ箱

が協議して①編集は合議制 ②発行は東京 ③定価は
50円 ④名称は「ロータリーの友」⑤書式は横書き
⑥創刊は1953年1月号にすることを決めました。名称
は
「主婦の友」からヒントを得て
「ロータリーの友」
にな

４月１０日（第２例会）
・よい天気に恵まれて春の家族会、親睦・出席
委員会の皆様ありがとう。
写真をいただいて。

りました。当初は横組みでしたが歌壇などの記事が出
始め1972年1月から現在の姿になっています。R I の

井上会長
・初の卓話です。
よろしくお願い致します。

公式機関雑誌は英語のThe Rotarianですが、地域雑

浅井会員

誌も一定の条件を満たせば公式地域雑誌と認められ

・「春の家族会」
ご協力ありがとうございまし

るようになり、｢ロータリーの友｣は1981年7月号から

た。今後ともよろしくお願いします。
中谷（佳）会員

公式地域雑誌となりました。

・春の家族会、親睦・出席委員会の皆様有難

・紙面の工夫いろいろ
白黒で始まり1986年3月号からカラー印刷を導入、
90年7月号からは目次が横組み2頁、縦組み1頁にな

うございました。
山口さん、
写真有難うございました。
梅崎会員

り文字も大きくなりました。91年には反射をおさえる
用紙を採用、93年には活版から写植に、02年7号から
B5判からA4変型判に変更され、製本も無線綴じから
中綴りに、そして本格的にコンピューター編集の採用
で友の事務所で原稿整理から段組みまで一切の作業

・春の家族会、
おつかれ様でした。
武田様、写真ありがとうございます。
平瀬会員
・お祝い 5 件

ができるようになりました。03年からは全頁4色印刷

！
会員増強にご協力を！

（ 編集担当 岡部
（倫）
・武田）

