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本日の卓話 

「シェフカワカミの 

冷静と情熱。」 

〜今期のテーマは 

【プロフェッショナル】の育成〜 

 
卓話者：川上 誠一郎様  
   （株式会社シェフカワカミ 

代表取締役） 

担 当 ：田嶋也寸志会員 

 

国際ロータリーのテーマ 

BE THE INSPIRATION 

 （インスピレーションになろう） 

2660 地区のテーマ 

   BE THE INSPIRATION 

  （インスピレーションになろう） 

池田ロータリークラブのテーマ 

  伝統と革新 目指そう 

   INSPIRED 池田 RC 
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台風一過のすがすがしい日々が続いています。今回は、被害もなく、家

の前の掃除も必要なく、逆にちょっと身構えすぎたかな？という感じでし
た。女川さん、山根さん、近藤さん、いつもありがとうございます。 

 
さて、ノーベル医学生理学賞に、本庶佑氏が選ばれました。あの方のイ

ンタビューを聞いていると、本当は研究者でいたかった私は、心が洗われ
るような気がしています。「サイエンスやネイチャーの論文の8割は偽物！
すべてを疑ってかかれ！」これぞ本物の研究者と尊敬します。レベルが違
い過ぎばしますが、私も若い頃から、矯正学の教科書にまことしやかに書
かれていることや、講師が「ああすべきだ、こうすべきだ」と言っている
ことを信じきれず、いつも「なんでやねん、なんでそんなことが言えんね
ん。なんでそんなことに従わんとあかんねん。」と自分の中で格闘しなが
ら臨床を続け、ようやく、自分の長年の経験で「ほら、やっぱりね！」と
言えるようになったことが山のようにあるので、私が言っても誰も見向き
もしてくれないけれど、本庶先生のような方が、言い放ってくださるとす
きっとします。 
これからの若者も、本庶先生のように、大きな夢と信念を持って羽ばた

いてほしいと思います。東南アジアの若者たちと交流していると、とても
元気があるように感じます。勢いのようなものを感じます。日本の今の若
者たちが羽ばたける環境を作ってあげるのが、私たち年寄りの役目なんだ
ろうなぁと思い、ロータリーを通して、若者のために少しは貢献できてい
るとすればうれしいな、と改めて思いました。 
さて、先日のポールハリスの若い頃のお話の続きです。様々な職業を経

験しながら過ごした5年間でしたが、その日暮しの連続であったため、ず
いぶんお金にも不自由し、友人、知人に借金したことも度々あったようで
すが、必ず返済したそうです。そして無賃乗車のような不正は一度もしま
せんでした。ポールは自伝の中で、「5年間の旅と労働は一人前の大人に
なるための経験であった。経験という石ころだらけの曲がりくねった上り
坂の道を苦労して進むことによって、賢くなれることもあるのだ。かくし
て少年詩代は終わったのである。」と言っておられるそうです。北野会員
の人生100歳説ですと、まだまだ苦い経験を積んで、例えば、ロータリー
の会長という経験もさせていただくことによって、もっと賢いスケールの
大きな大人になれればいいなと思っています。 
 

 

 

会長挨拶 井上 裕子会長 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

            柴田 宜孟 幹事 

（地区より） 

① 2018-19 年度国際ロータリー第 2660 地区 

ローターアクト 

  海外研修 参加者募集について 

 （会員各位） 

➁ 第2660地区における台風21号等の被災支援

（補助金臨時費）のお知らせ 

 （井上会長、柴田幹事、財団委員長暮部会員、

社会奉仕委員長田中会員） 

➂ 10 月ロータリーレートのお知らせ 

 （会員各位） 

➃ ガバナー公式訪問に関する書類送付の件 

  (井上会長、柴田幹事） 

➄ 地区大会信任状提出のお願い 

 （井上会長） 

➅ 秋の RYLA セミナー終了のお礼 

 （井上会長） 

⑦ 2018‐19 年度 意義ある奉仕賞について 

 （井上会長、柴田幹事） 

⑧ 2020‐21 年度ガバナー補佐  

立候補推薦書送付の案内 

 （井上会長） 

⑨ 18‐19 年度 地区財団活動資金(DDF) 

申請受付終了のお知らせ 

 （井上会長、柴田幹事、 

財団委員長/国際奉仕委員長暮部会員） 

⑩ 2019‐20 年度（次年度） 

ガバナー公式訪問に関するご案内 

 （近藤会長エレクト） 

⑪ 国際ロータリー第 2660 地区 

ガバナーエレクト業務開始のご案内 

 （井上会長、柴田幹事） 

⑫ 春の RYLA セミナー報告書送付のご案内 

 （会員各位） 

 

（ロータリー米山記念奨学会より） 

 

⑬ 10 月米山月間資料のご案内 

 （会員各位） 

 

（市民の森をつくる会より） 

⑭ 市民の森を作る会役員会のご案内 

（井上会長） 

 

 

 

 

 

 

出席担当 林 功 副幹事 

 

○ 会員数  31名 

○ 出席数  21名 

○ 出席率  77.78% 

○ 前々々回   86.21％(9月 12日) 

メークアップ 

  近藤 秀一 9月 10日 船場 RC 

  暮部 光昭  9月 5日 理事会 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム担当   北林 寛崇 会員 

ニコニコ  担当   奥村 昌也 会員 

 

井上 裕子会長:本日は運動会などで欠席が多い

ようですが、またスタートの頃の

出席率に戻れるよう皆さんよろ

しくお願い致します。  

徳永 昭夫会員:結婚記念日を頂いて。  

橘高又八郎会員:配偶者誕生日を頂いて。 

卓話当番です。 

北野 紀之会員:今日は結婚記念日です。 

１０月７日は私共の金婚式です。 

おめでとうございます。 

 

✤出席報告✤ 

 

✤幹事報告✤ 

 

四つのテスト        １ 真実かどうか     ２ みんなに公平か 

✤ニコニコ BOX✤ 

 



  

 

 

 

 

岸上 宏司会員:前回ホームクラブ例会欠席 

のお詫び。 

奥村 昌也会員:本人誕生日を頂いて。 

田嶋也寸志会員:配偶者誕生日を頂いて。 

服部 盛隆会員:結婚記念日を頂いて。 

近藤 秀一会員:ホーム例会欠席が多く申し訳 

ありません。必ずメイキャップ 

しております。本日午後便で 

ソウルの為、早退のお詫び。 

田中 孝史会員:赤い羽根募金、薬物乱用防止 

募金よろしくお願い致します。 

福林 愼二会員:本人誕生日、結婚記念日を 

頂いて。 

名村研二郎会員:先月結婚記念日を迎え、お祝い 

        頂きました。ありがとうごい 

        ます。また、本日はこどもの 

        運動会となってしまい、欠席 

        させていただきます。 

        申し訳ございません。 

豊田 修一会員:結婚して４０年になります。 

        よくもちました。 

感謝しています。 

青柳  茂会員:３８年目の記念日、明日です。 

 

 

 

 

 

SAA 岸上 宏司 会員 

 

加納 繁照 様  （大阪北ロータリークラブ） 

        

 

 

 

本人誕生日：  

奥村昌也     S27.10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者誕生日： 

橘高 光         10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日： 

徳永 昭夫    S42.10.8 

北野 紀之    S43.10.7 

服部 盛隆    S46.10.17 

福林 愼二    S48.10.26 

青柳  茂    S55.10.4 

豊田 修一    S53.10.7 

田嶋也寸志    H1.10.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ロータリーの唄』 
橘高 又八郎 会員 

 
“奉仕の理想” 

作詞：前田 和一郎（元京都 RC）/ 作曲：萩原 英一

（元東京 RC）--昭和 10 年 

1.奉仕の理想に集いし友よ  御国に捧げん我等の業 

 

✤前回の卓話✤ 
 

✤お客様紹介✤ 

 

✤１０月のお祝い✤ 
 

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 



  

 

 

 

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 

 

 “我等の生業” 

作詞：高野 辰之（ふるさと、おぼろ月夜） / 作曲：

岡野 貞一----昭和 10 年 

1.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 

2.奉仕に集える我等は望む 正しき道に果（このみ）

をとるを 

人の世挙（こぞ）りて光を浴みつ  

力を協（あわ）せて争い忌むを 

お ゝロータリアン 我等の集い 

 

“手に手つないで” 

作詞/作曲：矢野 一郎（東京 RC） 

手に手つないで----昭和 26 年 

1.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 

おおロータリアン おおロータリアン 

2.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 世界とともに 

おおロータリアン   おおロータリアン 

 

“四つのテスト” 

作詞：本田 親男（東京 RC）/ 作曲：水谷 暢宏 

（相模原南 RC）四つのテスト-S48 

1.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 

みんなのためになるかどうか 

 

“それでこそロータリー” 

作詞/作曲：矢野 一郎（東京 RC） 

それでこそロータリー----昭和 28 年 

1.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 

遠いときには 手を振り合おうよ   

それでこそローローロータリー 

2.笑顔笑顔で 語り合おうよ 心心で 結び合おうよ 

みんな世の為 働き合おうよ   

それでこそローローロータリー 

私は昭和６３年から池田 RCにお世話になっており

ますが、ロータリーソングについての卓話はありませ

んでした、そこで歌の卓和をすればクラブ研修リーダ

ーリーダーとして責を果たせるのではないかと考え

ました。ロータリーソングが一貫して訴えているテー

マは平和、親睦、職業奉仕です。歌を覚えることで、

なんと自然にロータリー精神が身につくようにでき

ています。 

黎明期のロータリー、アメリカではその基本方針と

して親睦と社会奉仕派が対立したそうです。それを解

決する手段としてロータリーで歌うことが始まった

と記録にあります。これ以後、日本では歌うことが親

睦の源であると理解されてきました。最初は英語の歌

だったのですが１９３０年 RI会長代理が神戸の地区

大会に出席された折、その国の言葉で歌うロータリー

クラブの歌を提唱されました。それを受けて、折角な

ので日本語の歌をと募集されました。昭和１０年、１

９３５年京都での地区大会で選ばれましたのが第２

位奉仕の理想、第４位我等の生業です。現在は世界中

のロータリークラブで歌を歌うことになっています。 

生業なりわい 御国に捧げん・・時代を感じます 

他のエピソードですが１９３３年京都のロータリ

ークラブに右翼が乱入しました。ロータリークラブを

アメリカのスパイ集団と思ったそうです。２２６事件

が１９３６年に起こった頃です。証に君が代を歌った 

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC 

 



  

 

 

そうで、以後例会での君が代斉唱と国旗掲揚が始ま

ったといわれています。 

又、日も風も星もという歌は世田谷ロータリークラブ

１０周年にそこの会員でもある俳人楠本健吉氏作詞、

福島が生んだ大作曲家古関裕而氏作曲—早稲田の紺碧

の空、仰ぐ日輪。六甲おろし、や 

露営の歌、栄冠は君に輝く、君の名はなどです。彼は

昭和 50年に会長も経験しています。 

さわやか∹な朝だ、我らはロータリアン、いつも元気

でさー出かけよう。・・・・・・ララ光るよ 

東京ラプソディー、青い山脈、長崎の鐘、影を慕いて。

の藤山一郎氏が熱心なロータリアンだったという噂

もあります。 

四つのテストの覚え方として頭文字をとって し-み-

こ-み と覚えれば浸み込みます。 

“奉仕の理想”と“手に手つないで”は大きな会で必

ず歌われる曲ですので、必ず覚えていただきたいロー

タリーソングです。 

  
10 月スケジュール 

 

 3  水 3112回例会 

  10 水 休会（祝日週） 

14 日 秋の家族親睦会 

17 水 3113回例会 

24 水 ガバナー補佐訪問 

クラブアッセンブリー② 

31 水 休会（第 5週） 

 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
      里の秋 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人  

栗の実 煮てます いろりばた 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ポリオプラス基金

9月19日時点残高 13,109 円

10月3日分 647 円

残高 13,756 円

 
 

ニコニコ箱の累計 

10 月 3 日現在 378,000 円 

 

 
10 月 24 日（水）例会 
 

    
「ガバナー補佐訪問」 

  
卓話者： 国際ロータリー 

２６６０地区 IM 第１組 
ガバナー補佐 

      青山 快玄 様 

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC 

 

義捐金ＢＯＸ

9月19日時点残高 132,757 円

10月3日分 922 円

残高 133,679 円

 

 


