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　後藤幹史ガバナー補佐様が、本年度の協力
御礼のご挨拶に来られました。　

会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様はガバナー
補佐　後藤幹史様とガバナー補佐幹事　今井
保晴様とご入会予定の　林田 充弘様です。ご
ゆっくりお過ごしください。
　後藤ガバナー様　今井様　1年間お勤めご苦
労様でした。また、ご指導、ご鞭撻ありがと
うございました。大変勉強になりました。今
期は、会長幹事会が会長就任前より始まり、6
月21日に行われる最終会長幹事会が8回目にな
っています。従来でしたら、４回ほどかと思
いますが、「今年度は、ロータリーの変革の
年」ということで、ガバナー補佐の意気込み
がうかがえました。とにかく、会長幹事会と
言いながら、会議の後のおいしい食事が頂け
るのが非常に印象に残りました。私自身、他
のロータリークラブへのメイクアップがなか
なかできませんので、今期阪神第三グループ
の皆様との交流ができたことは、大変ために
なりました。ありがとうございました。
　今期の会長幹事会を通じ、三田南RCの柳田
会長様と故意にさせていただきました。柳田
さんの高校時代の教え子様で、黒田庄で但馬
牛を肥育され、たいへん優秀な神戸ビーフを
生産されています川岸様を紹介していただ

き、とても有意義な親睦活動と職場見学がで
きました。このように他のRCを通じ、新しい
出会いと経験ができるのも、ロータリーなら
ではないでしょうか。私の解釈ですが、難し
く考えずにどんな事でも良いと思いますが、
ロータリーの目的の第1項目の新しい出会いが
あれば「奉仕の機会」と捉えてみてはどうで
しょうか。

◆卓話
蓮尾　春輝　会員

ベルツ博士

　私がベルツ博士に興味を抱いたのは、ドイ
ツの製薬メーカー“ベーリンガ・インゲルハ
イム”が日本の医学研究者を対象に「ベルツ
賞」を創設して50周年になるのを記念して、
ベルツ博士を特集したカレンダーを毎日見て
いるうちに、どんな人だろうと興味を持った
のです。

会長の時間

プログラム
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　私が読んだ本の著者（監修）は、近代日本
医学の父と謳われると述べていますが私自身
は知りませんでした。毎年日本医師会を通じ
て「ベルツ賞」の対象者の推薦依頼がきてい
た事ぐらいでした。
ベルツは明治9年、27歳の若さで招聘を受けて
来日し、東京医学校の教師となり、明治38年
まで29年間、教育者、臨床医として、自分の
働き盛りを日本で過しました。
　特に目をひいたには、日本人女性（ハナ夫
人）と結婚し、家族と一緒に帰国したことで
した。
　実は「ベルツ日記」（岩波新書）（日本滞
在中の日記）を読みたかったのですが、手に
したのはベルツ博士を恩人と仰ぐ、草津温泉
ベルツ協会の中沢晁三会長のもとに集まった
資料をもとに出版された東海大学出版会の
「ベルツ日本文化論」と「ベルツ日本再訪」
という2冊の本でした。
　これらを読むと、ベルツは人類学、民俗
学、考古学の研究をやりたくて、膨大な資料
を在日中から日本は勿論のこと、中国、朝
鮮、東南アジアの資料を集めていたようで、
美術工芸品だけでも数千点に及んだようです。
　ベルツはドイツに帰国後は、ドイツ熱帯医
学会の会長を引き受けたぐらいで、臨床医と
しての仕事はしていません。
　伊藤博文の依頼で、時の皇太子（大正天
皇）の診察のため、わざわざ再訪しているく
らいです。
　第2のライフワークをまとめ始めた頃、志半
ばで亡くなったのでした。
　私が「東京帝国大学在職25周年記念祝賀会
における挨拶」（抜粋）を紹介したのは、ベ
ルツの日本への熱い思いが感じられたからです。
　その思いとはうらはらに日本政府（文部
省）の対応は、お雇い教師としての扱いが底
流にあったのがよほど腹にすえかねたようです。

○馬場　和代　君
　ガバナー補佐の後藤様、幹事の今井様一
年間大変お疲れさまでした。本日はようこ
そおいで下さいました。ごていねいなご挨
拶有難うございます。
　新入会員の林田様、歓迎します。楽しく
がんばって下さいネ。ニコニコ
○野木　久子　君
　先日の柳田邦夫氏の講演　お誘い頂いて
本当にうれしく思いました。人それぞれ　
目に見えぬ苦しみ悲しみを越える為の一歩
一歩に気づかされました。竹原様・美登里

先生ありがとうございました。
○竹原　善記　君
　後藤ガバナー補佐　今井ガバナー補佐幹
事をお迎えして。一年間ありがとうござい
ました。　
○田中　哲三　君
　はからずも、皆様の御厚意を頂きまし
た。多謝・多謝！！

　　   本日合計　　　　　　￥23,410円
　　　本日までの累計　　￥1,104,410円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「奉仕の理想」

栗田　義博　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト

後藤　幹史　様
　（阪神第三Gr.ガバナー補佐）
今井　保晴　様
　（阪神第三Gr.ガバナー補佐幹事）
林田　充弘　様（入会予定者）

◆幹事報告
・本日例会終了後、臨時理事・役員会を開催
　します。次期の理事役員会も併せて開催し
　ます。

◆スポット
◯竹原親睦委員長
　　6月15日㈰日帰りバスツアー集合場所・時
　間の最終確認連絡です。

　　集合場所：宝塚ホテル玄関前
　　集合時間：8時45分（8時50分出発）
◯栗田　義博会員（次期幹事）
　次年度上期スケジュール案・会員役割分
担案配布します。ご意見お申し出下さい。
　次年度上期会費納入依頼は理事役員会協
議後正式配布しますが、約16万円を予定し
ています。

「臨時理事・役員会議事録」
日　程　平成26年6月11日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・小山・阪上
　　　　中村・草野・田村・川添・蓮尾
内　容　◯名誉会員の規定について
　　　　◯林田充弘様、今期入会承認

◆6月15日㈰日帰りバスツアー

ごあいさつ
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　ベルツはドイツに帰国後は、ドイツ熱帯医
学会の会長を引き受けたぐらいで、臨床医と
しての仕事はしていません。
　伊藤博文の依頼で、時の皇太子（大正天
皇）の診察のため、わざわざ再訪しているく
らいです。
　第2のライフワークをまとめ始めた頃、志半
ばで亡くなったのでした。
　私が「東京帝国大学在職25周年記念祝賀会
における挨拶」（抜粋）を紹介したのは、ベ
ルツの日本への熱い思いが感じられたからです。
　その思いとはうらはらに日本政府（文部
省）の対応は、お雇い教師としての扱いが底
流にあったのがよほど腹にすえかねたようです。

○馬場　和代　君
　ガバナー補佐の後藤様、幹事の今井様一
年間大変お疲れさまでした。本日はようこ
そおいで下さいました。ごていねいなご挨
拶有難うございます。
　新入会員の林田様、歓迎します。楽しく
がんばって下さいネ。ニコニコ
○野木　久子　君
　先日の柳田邦夫氏の講演　お誘い頂いて
本当にうれしく思いました。人それぞれ　
目に見えぬ苦しみ悲しみを越える為の一歩
一歩に気づかされました。竹原様・美登里
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ひとくち

NTTドコモ、auに続いてソフトバンク
も国内音声通話の料金が定額になるプラ
ンを発表しました。毎日何気なく携帯で
通話していますが、ガラケーでもスマホ
でも、音声通話は30秒当たり20円と固定
電話と比べれば驚くほどの高額料金を支
払っています。特に仕事で携帯を使うな
ら、音声通話定額プランで月額使用料が
大幅に下がりますね。

先生ありがとうございました。
○竹原　善記　君
　後藤ガバナー補佐　今井ガバナー補佐幹
事をお迎えして。一年間ありがとうござい
ました。　
○田中　哲三　君
　はからずも、皆様の御厚意を頂きまし
た。多謝・多謝！！

　　   本日合計　　　　　　￥23,410円
　　　本日までの累計　　￥1,104,410円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「奉仕の理想」

栗田　義博　会員
◆出席報告

◆クラブゲスト

後藤　幹史　様
　（阪神第三Gr.ガバナー補佐）
今井　保晴　様
　（阪神第三Gr.ガバナー補佐幹事）
林田　充弘　様（入会予定者）

◆幹事報告
・本日例会終了後、臨時理事・役員会を開催
　します。次期の理事役員会も併せて開催し
　ます。

◆スポット
◯竹原親睦委員長
　　6月15日㈰日帰りバスツアー集合場所・時
　間の最終確認連絡です。

　　集合場所：宝塚ホテル玄関前
　　集合時間：8時45分（8時50分出発）
◯栗田　義博会員（次期幹事）
　次年度上期スケジュール案・会員役割分
担案配布します。ご意見お申し出下さい。
　次年度上期会費納入依頼は理事役員会協
議後正式配布しますが、約16万円を予定し
ています。

「臨時理事・役員会議事録」
日　程　平成26年6月11日(水)
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　大西・前田・木本・小山・阪上
　　　　中村・草野・田村・川添・蓮尾
内　容　◯名誉会員の規定について
　　　　◯林田充弘様、今期入会承認

◆6月15日㈰日帰りバスツアー
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▲和泉・久保惣記念美術館にて

▲今回も、カタシモワイナリーの美味しいワインを堪能
　しました


