
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 7年（1995年）1月 17

日早朝、阪神・淡路大震災が発

生しました。6434人の尊い人

命が失われました。和歌山の私

達にとっても対岸の火事ではあ

りません。東南海、南海大地震

が予測される中、阪神・淡路大震災を風化させること

なく、そこから得た教訓を生かし、自身の生命を守る

防災意識を持ち続けなければなりません。みんなで取

り組み助け合う機会を持たねばなりません。そして

今、また、ここ 3年はニューコロナのデルタ株、オ

ミクロン株のパンデミックに災禍を受けています。全

人類が力を合わせて乗り切るしかありません。いつの

時代であっても「禍福は糾
あざな

える縄の如し」吉凶が身

に降りかかるものですが、出来ることなら福だけが巡

って来てほしいものです。 

さて、１月は「職業奉仕月間」です。ロータリークラ

ブの根幹は、職業奉仕です。ロータリーの目的の第２

項目そして五大奉仕部門の第２奉仕部門にそれぞれ明

記されています。しかし近年の組織体系では、職業奉

仕は社会奉仕に組み込まれています。ロータリーの目

的(以前は綱領)と五大奉仕部門は、形骸化してしまっ

ています。ロータリーの本質が変わってきたのでしょ

うか？ならばロータリーの目的及び五大奉仕部門との

そごが生じてきます。昨今、私が感じている職業奉仕

感です。職業奉仕はロータリアン哲学の原点です。そ

の哲学を実践化していくのが職業奉仕活動です。他の

奉仕団体にはないロータリークラブだけの本質、特性

があります。「事業の道徳的水準を高め品位ある事と

しなければならない」。「職業に携わる中で奉仕の理念

を実践しなければならない」。「自身を律し事業を行
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2022 年 3 月 7 日 第 1013 例会  VOL.24 No.23 TOTAL954  

------- 本日の例会 3 月 7 日（月） --------- 

第 1013 回例会  

☆内部卓話 「メンタルの話」 

堀本喜久子会員 

☆2月 3月お誕生祝い 

 

 

------- 次回の例会  3 月 14 日（月） ---------                    

第 1014 回例会  

☆第 3回クラブ協議会 

  「中間活動報告及び進捗状況の発表」 

                           常任委員長 

                         特定分野担当委員長 

                

--- 前回の例会記録  1 月 17 日（月） --------- 

第 1012 回例会   

○ロータリーソング   ＲＯＴＡＲＹ 

 ○ゲ ス ト 紹 介    

○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 28名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   1月 17日 21/25名 84.00％ 

メーキャップ   1名 

国際ロータリー第 2640地区 和歌山アゼリアロータリークラブ Weekly Report 



い、社会に役立てること」以上が職業倫理の実践であ

ると思います。自らの事業活動の中でお金を儲けるた

めに人を騙したり、人を泣かせたりすることなく職業

を営み、家族、従業員、取引先を守り社会から信頼さ

れる職業人になり、そこから生まれるお金や時間を奉

仕活動に使う、そして職業倫理を守ることから得た信

頼が事業を支え、継続し発展していく、これが職業奉

仕の求めるところだと思います。とは言っても社会の

波の中で利己的になりがちですが、それを引き戻して

くれるのがロータリークラブです。 

私は己の足らざるところはロータリー仲間から教えら

れ学ばせていただいてます。 

 

 

ハイライト米山１月号と、フィリ

ピン育英会バギオ基金の事業報告

書が届きましたので回覧します。 

 

 

 

 

◎雑誌･広報･IT 委員会             中村 善夫理事 

1月号の「ロータリーの友」の読

みどころを紹介させて頂きます。

1月は職業奉仕月間です。 

まずは横組より、7ページ、コロ

ナ禍における私の職業奉仕という

記事の中で、次のページに載っている、日本在住の外

国籍の方々が大変な事になっているようで、その方々

のお世話をしているロータリアンの活動報告です。 

18ページからは、2820地区（茨城県）のロータリ

ーが海岸、河川などの清掃活動の啓発活動を世界に呼

びかけたところ、最終 245団体、32857名の人達が

参加登録して活動をした記事が掲載されております。 

22ページからは、米山記念奨学生であったカンボジ

アの方の、その後の活動内容の報告がされいます。 

次に縦組より、縦組は一つだけ、4ページからの記事

であります。簡単に紹介すると、江戸時代の商人は、

現在の先端を行く会社に通じる考えをもって活動され

ており、みなさんも見習って下さいね。と言いつつ、

江戸時代の「石田 梅岩（イシダ バイガン）の考え方

の紹介をしております。僕は読めない漢字とか意味の

分からないカタカナの言葉が出てくると気になってな

かなか読み進むのが困難になる性分でありまして、こ

こからはこの記事に出てくる漢字の紹介をさせていた

だきつつ、内容を紹介させて頂きます。 

6ページ上段の中頃の「修身斉家治国平天下」は、

「シュウシン・セイカ・チコク・ヘイテンカ」と読む

そうで、自己を正しく修めると家とか組織がととのい

（整い）、国も治まり、天下は平和になるという感じ

です。 

8ページ上段の 10行目、「貧者の一灯」は「ヒンジ

ャノイットウ」と読むそうで、貧者が苦しい生活の中

でやりくりして神仏に供える一つの灯明（トウミョ

ウ）は金持ちの供える万灯よりも尊く功徳があるとさ

れるそうで、「長者の万灯より貧者の一灯」という言

葉があるそうです。この方がアジア各国でみられる奉

仕の概念は「貧者の一灯方式」ですと簡単に言ってお

られますが、何を言っているのか皆さんわかります？

欧米の奉仕の概念は成功した人が奉仕のためにお金を

使うものだそうなので、それと対比すると、アジアの

人は貧者がちょっとずつ奉仕をする（お金を出し合

う）みたいなものなのでしょうかしら。なんか変な感

じ。悪口みたいになってしまいましたが、8ページの

中段「形による心」という言葉はとても僕の心に響い

ていてイイ言葉だなぁと思いました。本日は、これに

てオシマイ。 

 

 

前回ご欠席されていた 1月 27日生まれの 

田原サヨ子会員です。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



◎「田原学園について」      田原サヨ子会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

①田原学園グループは、「学校教育法 第１条校  

学校法人田原学園慶風高等学校と 

 第３条校 国際アークビジネス学校」の２校です。 

 

②腕白少女時代 

私は、田舎の八百屋「森見商店」で生まれ育ちまし

た。八百屋の看板娘でした。その頃の八百屋は、ミニ

スーパーと、言ったところでしょうか、野菜、果物、

スィーツ、日用雑貨、それから魚も売っていました。

ここでエピソードをご紹介しましょう。小学校へ入学

したとき、先生との面接で、いろいろ魚の名前を聞か

れました。その時の会話です。先生「この魚の名前知

っていますか？」私「はい、鯛です」先生「森見商店

では、魚をたくさん売っているから、あなたの家で

は、毎日おいしい魚を食べているのでしょうね」私は

真顔になって「そんなことありません。魚は腐りかけ

たら炊いてくれます」先生「腐りかけた魚？どうして

わかるの？」私「少し食べて舌がピリピリしたら、食

べたらアカンです」先生「ピリピリか？」この一件で

私はすっかり有名になりました。また私の家は、学校

の校医さんの家の隣でした。その家は大きなお屋敷

で、立派な庭があり、そこの木登りをしていて見つか

り「コラー！今度の身体検査の時、担任の先生に言っ

てやるからな、覚えときなさい。」と言われ、身体検

査の当日ドキドキしながら検診を受けました。校医さ

んは、私の検査が終わった後、にっこりしながら「元

気ですね。健康です。」とおっしゃってくださいまし

た。あの時ほど心臓がパクパク、ドキドキしたことは

ありません。きっと血圧２００ぐらいになっていたか

もしれませんね。 

③和歌山大学教育学部大学生時代 

私の大学生時代は、学生運動が盛んでした。長い大学

の歴史の中で唯一卒業式がない時だったです。私も一

回生～３回生の３年間クラブ活動（混声合唱団）と学

生運動に明け暮れた毎日でしたから、４回生になって

卒業条件の単位を取るのに必死で頑張りました。 

 

④田原塾時代 

大学卒業後は数学科の高校教師をしておりましたが、

２分の 1＋３分の１＝５分の２と真面目に答えを出す

生徒がいました。ショックでした。小学生時代の算数

で、通分のやり方が分からず、分母を足して５とし、

分子を足して２としたわけです。結婚後退職して専業

主婦をしていたところ、縁あって中学２年で九九が出

来ない生徒に、数学を教えることになりました。これ

が田原塾の始まりです。 

 

⑤国際アークビジネス学校 

ある時、私は商工会議所で出会った方から「先生の塾

で、コンピューターと英会話、マナーの３項目をマス

ターした生徒を養成してほしい」言われました。対象

は高校卒業以上の生徒でしたので、今から３３年前の

平成元年に、必死になって専門学校（各種学校）立ち

上げ、スタートしたのですが、最初はわずか５名でし

た。これにはガッカリだったし、焦りました。こんな

私を見て、友達の大学教授が「ガッカリすることはな

いよ。ハーバード大学だって、最初は５名から始まっ

たのだから。５は縁起の良い数字だよ」と言って、私

を慰めてくれました。お陰でその後学校は成長して、

今では、（A）自動車整備士養成のエンジニアリング

クラス 、（B）コンピューター専門の国際ビジネスク

ラス、（C）ホテルマン養成のホテル・エアーライン

クラスとなり、生徒も日本人ばかりでなく、ベトナ

ム、ネパール、スリランカ等、国際色豊かになりまし

た。 

 

⑥学校法人田原学園 慶風高等学校 

平成１７年、紀美野町（旧美里町）に、地元の方々か

ら陳情書頂き、県の協力のおかげで「広域通信制高校 

学校法人田原学園 慶風高等学校」が、誕生いたしま

 



した。この学校の設立については、国際アークビジネ

ス学校設立の時の１０倍苦労がありました。しかし、

おかげで、今ではサポート校が関西地方、関東地方等

全国にできております。かつて不登校だった生徒や働

きながら学ぶ生徒等いろいろな事情を抱えた生徒が学

んでおりますが、クラブ活動では、テニス部（日本一

になったことがある）、ゴルフ部（日本一になったこ

とがある）、野球部、起業部があり、今は国体競技で

もある eスポーツ部を立ち上げ頑張っております。

今後本校では、コンピューターと英語教育に力を入れ

て、これからの国際化時代に適応できる人材を育てた

いと思います。 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

松本 良二会長 

田原さん、卓話よろしくお願いします。 

松本  博幹事 

田原さん、卓話よろしくお願いします。 

藤田眞佐子会員 

田原さん、卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

堀本喜久子会員 

先回は新年早々お休みしてすみません。本年もよろし

くお願いします。本日の卓話楽しみにしています。 

後和 信英会員 

田原さん Happy Birthday＆卓話よろしくお願いしま

す。 

北野 敏夫会員 

田原さん、卓話よろしくお願いします。 

中村 善夫会員 

田原さん、本日卓話よろしくお願い致します。皆さま

寒いです。ご自愛下さい。 

西出 隆一会員 

田原さん、卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

野村  伸会員 

皆様こんにちは！オミクロン株！！迷惑です。でも皆

様ご自愛下さい。田原会員、本日卓話楽しみです。 

佐々木卓也会員 

前回、新年初例会欠席させて頂き申し訳ございません

でした。今年もよろしくお願い致します。田原さん本

日の卓話よろしくお願します。 

田原サヨ子会員 

お誕生日お祝いありがとう。とうとう後期高齢者にな

ってしまいました。気持ちは青春時代です。本日の卓

話よろしくお願いします。 

本日合計額  31,000 円     累計額  762,000 円 

 

♠ロータリー財団 

藤田眞佐子会員   堀本喜久子会員   松本 良二会員  

中村 善夫会員  佐々木卓也会員 

本日合計額   7,000 円    累計額  208,500 円 

 

♠米山記念奨学会 

堀本喜久子会員   中村 善夫会員   野村  伸会員 

本日合計額   5,000 円      累計額  146,500 円 

 

 

 

＊＊ 市内ロータリークラブ例会情報 ＊＊ 

クラブ名 日   時  内    容  

和 歌 山 北 3月 7 日(月) 例会取消 

和 歌 山 3月 8 日(火)  

和歌山東南 3月 9 日(水) 例会取りやめ 

和 歌 山 西 3月 9 日(水) 例会場所変更 於：サンクシェール 

和 歌 山 東 3月 10 日(木)  

和歌山城南 3月 10 日(木)  例会取りやめ 

和 歌 山 南 3月 11 日(金) 「こども食堂の可能性」NPO 法人 こども食堂

わかやま 理事長 岡 定紀 様 

和 歌 山 中 3月 11 日(金) 例会取りやめ 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：3月 9日（水）12:00～12:30 

                3月 23日（水） 

◎休     会 

和 歌山 西ＲＣ：3月 16日（水） 

                3月 30日（水） 

和歌山城南ＲＣ：3月 31日（木） 

◎例会取消 

和歌山城南ＲＣ：3月 10日（木）、17日（木） 

                    24日（木） 

和歌山東南ＲＣ：3月 16日（水）、23日（水） 


