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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

四つのテスト 

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 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    TEL 072-683-1158  FAX 072-683-1174 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 羽根田茂子 幹事 河合一人 クラブ運営委員長 浦中郁文 会報担当副委員長 浜田哲也 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０２１～２０２２ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

  
 

 例会場・例会時間変更  

 於：つきの井 18：00～  
 

◎  ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 情報集会 
◎ 卓話  丹野 亮君 

「 サウナと私 」 
◎ 例会前の行事 

第 5 回地区大会実行委員会 
（於：ガバナー事務所） 

◎ 例会後の行事 
新入会員歓迎会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3274 回 本日（5/25）の例会 

 

 
 
◎ 国 歌・・・君が代 
◎  ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  小阪 大輔君 

「 カンボジアにおける支援活動 」 
◎ 例会後の行事 

5 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3275 回 次週（6/1）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

46 名 37 名 84.09 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 5 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

 

5月は青少年奉仕月間 

◎5/18 出席報告 

先週（5/11）の例会から 

◎会長の時間 
 
コロナ禍も落ち着いたかのように思えますがまた次

の波がいつ来るかわからない状況です。私自身の仕事に
関しましてこの頃特に実感しますのは経済の格差の広
がりです。 
高度経済成長期、日本は皆中流といわれて、諸外国か

ら格差の小さい国と言われたのはそんなに前のことで
はありません。1977 年の国民生活白書の国民の生活に
関する世論調査によりますと 90．1％の人が自分の家の
生活程度は中流と回答しています。日本国民は皆､豊か
な生活を実感しておりました。それから 20 数年後、日
本は 1990 年代のバブル崩壊後､多くの非正規社員が生
まれました。非正規社員は正規社員と同等の仕事を与え
られますが、所得や待遇に大きな差があり、社会保障も
なく低賃金で働くことを余儀なくされました。そしてコ
ロナで真っ先に苦難を強いられたのは、こういった人た
ちでした。 
私自身この何年かは、司法書士という仕事柄、所得の

格差を身をもって感じることがあります。そのことは数
字にも表れています。厚生労働省の生活意識の調査によ
りますと生活が苦しいと答えたのは全世帯で 54.4％、
高齢者世帯で 51.7％、児童のいる世帯で 60.0％母子世 
 

 

 

 

 

 

 

 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 

4 月度皆出席表彰 
 

山口  誠君   通算 24 年 

内本  繁君   通算  9 年 
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帯で 86.7％とあります。 
貧困と言いますと発展途上国の問題ととらえがちで

すが国内の母子家庭で 9割近く生活が苦しい人達がいる
ことを知る必要があります。また､高齢者においても月
収が 10 万円未満で生活している単身世帯が 37.8％。貯
蓄がない単身世帯が 35％いること、3 割強の単身高齢者
が困窮した生活を強いられていること、この現実を仕事
柄、身近に感じるこの頃です。 
 
 
◎幹事報告 

・本日はございません。 
 
 
◎委員会報告 
〇クラブ研修委員会           小阪 大輔 
・今月は「青少年奉仕月間」です。ロータリーの友 5 月

号の推奨記事として、横書きの記事からは、 P.7「特
集青少年奉仕月間 若年化する薬物パンデミック」、
P.20「ロータリー平和フェローが見たウクライナ」、
P.22「ROTEX のつながりを通して」、P.28「全国一成
献血の呼びかけ」をご紹介させていただきます。お時
間のある時に、ぜひ読んでいただければと思います。 

 

〇社会奉仕委員会            篠原 光子 
・5/15(日) 9 時より高槻市環境美化推進本部の主催でク
リーンハイクが行われ、当クラブからは 6 名の方にご
参加頂きました。日曜日の早朝よりご協力頂きまして
誠にありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

◎卓話 「 それってペイフォワードですやん 」 
 

 拝郷 淳弘 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
卓話の時間をいただき有難うございます。ただ諸先輩

方のような聞いて為になる話は無い知恵をいくらひねっ
ても出てきません。どんどん私の番が近づいてきます。
結論として諸先輩方の優しさに甘える事にしました。ほ
んとにとりとめのない話しか出来ませんが、お許しくだ
さい。 
 まず、前回『私の履歴書』で時間が無く話してないエ
ピソードがありましたので続きとしてお聞きください。
パチンコ店の店長時代の話です。当時、帰宅途中の店長
が拉致されて店に戻され金庫を開けさせられて何千万も
盗られたなどの事件が続出していました。私の店は用心
の為、鍵を持ってる者は番号を知らない。番号を知って
る者は鍵を持ってない。2 人いないと開けれません。そ
うなると顔を見たと殺されますよね。拉致されそうにな
ったら戦うしかありません。私も車で帰ってましたが、
つけられてないかとルームミラーを何度も見てました
し、車を降りてマンションのエレベーターを乗る迄はい
つ襲ってきても対抗できるように特殊警棒を袖に忍ばせ
ていました。それだけでは不安でしたので妻と東大阪の
猟銃店のような店に防弾チョッキを見に行った事があり
ました。防打・防刀・防弾の機能の付いた防弾チョッキ
が 28 万円でした。値札を見た妻が一言 『頭撃たれたら
いっしょやもんね』その日からまた挙動不審にマンショ
ンのエントランスを通る日々が続きました。 
前置きが長くなりましたが今日のお題の『それってペ

イフォワードですやん』ですが、そのパチンコ店時代、
私がしてる事を聞いた部下が放った一言でした。ペイフ
ォワードって何？聞いた事ないけど・・・2000 年に公開
されたアメリカ映画です。人に助けてもらったり親切に 

してもらったらそれを別の３人の人に返すというもので
どんどん慈愛の輪が広がっていくというものです。ペイ
フォワードは直訳すると前払いとか先払いとなるのです
が、ここでは恩送りと訳した方がぴったりかもしれませ
ん。この映画を見たからではなく、私はある考えがあり、
人に親切にしょうと行動をしていました。本日はその一
部をご紹介します。 
環状線を通って帰ってる途中。ちょうど東大阪線に入

る所で１台の車が路肩に止まっていました。まだ携帯電
話が出始めの頃、高速で止まってしまったら近くの非常
電話まで歩かないといけません。100ｍほど通り過ぎて路
肩に止まり、バックで停車中の車の前まで戻りました。
『どうされました？』『エンジンが突然停止してしまっ
て・・・』20 代の若い男性でした。その時は会社でセル
ラーの携帯を持たせてもらってたので、『JAF 呼んであげ
るわ』って、その場で連絡して 30～40 分くらいで着くら
しい。『有難うございます～』って感じで別れて東大阪線
へ。長田で高速降りて中央環状に・・・しばらく走って
ふとこんな考えが頭をよぎりました。『あ、あの子 JAF の
会員やったんかな？会員ちゃうかったらたこつくわ』U
ターンして再び高速へ。環状一周回って彼の元へ。まだ 
JAF は到着してませんでした。『JAF の会員？』『違いま
す』 
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す』『じゃ JAF くるまでおったるわ』ところが最初に JAF
を呼んだ時に故障車の状況を説明しないいといけなく
て運転手に電話を替わった事で非会員である事が JAFに
わかってしまってました。『なんかもっとうまくやれば
よかったなぁ、却って申し訳なかったね。』を言ったら
『非常電話を探す事を考えたらほんと助かりましたの
で有難うございました～』とむっちゃええ子で良かった
と気持ち良く帰路につくことができました。 
ある雨の日に中央環状を走ってました。左から合流す

る車線で停車中の車。道路はその後、陸橋になってて、
通り過ぎた後に、なんであんなとこで止まってるんやろ
う・・どう考えてもおかしい・・・その後 U ターンをし
てぐるっと回ってその車の後ろに停車。『どうされまし
た？』『バッテリーが上がったような感じなんですが、今
日バッテリーを交換したばっかりなんですが・・・』こ
の運転手も若い男性でした。その日は前回の経験からブ
ースターケーブルを購入してたので、『一応ブースター
ケーブル繋いでみましょうか。』ノーズとノーズ合わせ
るように移動して雨に濡れながらケーブル繋いで・・・
エンジンはすぐに目覚めました。新品のバッテリーは充
分充電出来てなかったようでした。ケーブルを外してた
ら１台の車が後ろに停車しました。その彼のご両親でし
た。助けを求めてたようです。その若者が『この方が助
けて下さって』と状況を説明。『そうですか、それはご親
切に・・・』お母さまらしき方がこれお気持ちですが・・・
となにやら菓子折りのようなものを・・・まさかそれを
買ってきたわけでないので、他の目的で買ったお菓子で
あろう事は想像出来ます。『実は、私も以前、同じように
車が故障した時に助けてもらった経験がありまし
て・・・』いつかお返しがしたいと思っていました。今
度このような事があったら助けてあげて下さいねっ
て・・・ちょっと臭かった一言でしたが、これは相手に
気を使わせない為の作り話でした。 
そんな話をその後、パチンコ店の店長時代に若いスタ

ッフに話す機会がありまして・・・そのスタッフが放っ
た一言がこの題名である『それってペイフォワードです
やん』でした。 
この二つのケースは相手に喜んでもらいましたので、

自分もうれしかったのですが、こんな事もありました。 
東京に住む義理のお兄さん夫婦が大阪に遊びに来られ
た帰りに嫁と息子、義理のご両親で新大阪駅まで見送り
に行った時の話です。入場券を買って新幹線のホームま
で登る長いエスカレーターがありました。その半分くら
い上った時にふと下を振り向きました。なんでそこをみ
たのか今もわかりませんが、下を歩く男性がズボンのポ
ケットから手を出した際、何かが床に落ちました。もし
かしたら新幹線の切符じゃないか。嫁にちょっと荷物持
っててと告げるとエスカレーターを上まで猛ダッシュ
してその後、階段を走っておりました。案の定そこに落
ちていたのは新幹線の切符でした。一瞬しか見てないの
で服装の特徴は覚えていません。とにかく男性が向かっ
た方向に走りました。せっかく切符を拾ったんやから本
人に渡してあげれなかったら元も子も無い・・・必死で
した。その後広い所に出て周りと凝視してたら、100M ほ
ど先に下をキョロキョロしてる男性が・・・そこまで走
って行ってその男性に『切符落とされたんじゃないです
か？』『ああ、どうも』びっくりするくらい無反応に近い
言葉でした・・・ 
無理もありません。まさかここから 100M も離れたエ

スカレーターを登ってた人間が落としたのを目撃し走
って拾って必死に落とし主を探してたなんて夢にも思
わないですもんね・・・ 
 それで義兄の所に走って戻って事情を説明したら、嫁
が私もこの間こんな事があって・・・息子も僕もこんな
事をしたよって・・・いい事した話で盛り上がりました。 
 
 

 

なんか幸せでした。 

この時の事があり。自分も自分では気付かない間に誰 

かに助けて頂いてるんじゃないのかと考える様になりま
した。 
当時ブログをしててこのような話を載せた事がありま

した。多くの方から『偽善者』『ただの自己満足』と書き
込まれました。たしかにそうかもしれません。ただたと
え偽善者であってもそれで助かった人がいてたらいいの
にって思ってました。本来恩送りというのは、見返りを
求めない行いです。ただ当時私はある見返りを求めてい
ました。 
 私は当時いい事をしたらチャリンと貯金される『いい
事貯金』があると信じていました。それがたくさん貯ま
ると払い戻しをうける事が出来る。 
 私は一人息子を溺愛していました。息子の小学校で同
い年の子が交通事故で無くなりました。もしかしたら今
日ただいま♪って帰ってきた息子も本当はあの曲がり角
で交通事故にあってたかもしれない。それを一回助けて
もらった。今日も無事で家族が顔を合わせられる事は当
り前ではなくそんななにかの助けでなりたってるんでは
ないかと。 
 ただ自分でもこれはやり過ぎやと思う事がありまし
た。25 号線を加美の辺りを太子堂に向かって帰ってる途
中でした。道路の路肩が工事中でした。歩道をミニバイ
クを押して歩く青年がすれ違います。すごく違和感が感
じました。なんで歩道を押してるんやろう。ガス欠？ 
でも工事中で停車が出来ませんので声を掛ける事が出来
ません。対向２車線で得意の U ターンも簡単に出来ませ
ん。しばらく走ると中央環状です。頭の中で考えたのが。
一番近いガソリンスタンドの場所です。近畿自動車道の
八尾出口の近くにある・・・そこに行って、『ガス欠のバ
イクがいるのでガソリン売ってもらえませんか？』店員
さんは『ガソリン専用の携行缶が無ければ売れないんで
す・・・』とにかくそのバイクの所に戻って方法を考え
よう・・・当然ですが、見当たりませんでした。これは
自分でも馬鹿過ぎると思いました。ガソリン買えてたら
どうしたんでしょう・・・ 
そんな私の自己満足による行動の積み重ねからかおか

げ様で息子は無事に成長をする事が出来ました。 

 恩送りの尊さをお話したかったのですが、すでにロー
タリークラブの会員の諸先輩は私のような自己満足の世
界の事ではなく、四大奉仕という素晴らしい理念を持っ
て行動されています。私も今後は少しでもその理念に近 

づけるようにしたいと思います。こんなとりとめもない
話は卓話として失格でお叱りを受ける内容でしたが皆様
の優しさに甘えさせていただきました。 
最後にホテルで仕事をしていてひとつだけ皆様にお願

いがあります。ペイフォワードならぬ  one step 
forward 一歩前へです。私は朝、トイレの掃除をします。
パチンコ時代は雑巾ひとつで小便器を洗っていました。
素手でです。お客様への感謝を表す為と思っての事でし
たが、常連さんから言われました。ゴム手袋しいや。見
ててええもんちゃうでと。トイレを掃除するからではな
いですが、絶対に濡らさないように気をつけて使うよう
になりました。 
今は、モップ掛けするだけですが、ほんとびちゃびち

ゃこぼしてます。壁にまで飛ばしてる時もあります。皆
様も駅のトイレとか行ったら感じますよね。溜まってま
すもんね。笑い話みたいですが、弓矢の的シールが貼っ
てある小便器もありますね。男性の狙う癖を利用するそ
うです。女性にはなんのこっちゃでしょうけど。 
朝だけでなく男性が多い会議などの後も気にしていま

す。経営者の集まりの後もびちゃびちゃです。もちろん
文句を言ってるわけではありません。誤解しないでくだ
さい。 
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◎5/18 卓上花 
  
スターチス 

 ···· 上品・しとやか 
スプレーカーネーション 

 ···· 強い愛情 

 

 ロータリークラブの皆様はそこを掃除される人の事を
考え、トイレをきれいに使う人の集まりであって欲しい
と切に願います。ご清聴有難うございました。 
 
 
◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   香西君 
・入会記念内祝   香西君 
・母と子のコンサート、いろいろご協力ありがとうござ
いました。お陰で無事に終えることが出来ました。 

                藤井君 
・とりとめの無い卓話を聞いて頂き有難うございます。 

拝郷君 
・拝郷さん、すばらしいお話で曇りかけた心が少し晴れ
た気がしました。              井前君 

 

              本日の合計   ￥  25,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,348,000-  
 

◎R 財団への寄付 
藤井 敏雄君 ￥ 5,000- 橋本 憲治君 ￥ 6,000- 
香西 徳治君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計   ￥   16,000- 

         7/1 よりの累計   ￥1,210,000-     
        年次基金会員より    ￥  970,000- 
           ポリオプラス会員より￥  240,000- 
           一人当たり平均     ＄231.93 
 
◎米山奨学会への寄付  
香西 徳治君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥    5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  470,000-      
                会員より  ￥  235,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 235,000- 
                  一人当たり平均   ￥  10,000- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥    5,000-      
7/1 よりの累計  ￥  665,000- 

 
 
 
 

 

 

 

 


