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◆4 つのテスト◆
言行はこれに照らしてから
① 真実かどうか？
② みんなに公平か？
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？

創立 1967 年 12 月 26 日
■会
長 大西 寛治
■幹
事 上田 正義
■会報委員長 北本 良弘

‐Reach Within to Embrace Humanity‐

２０１１年～２０１２年度
国際ロータリーのテーマ

こころの中をみつめよう
博愛を広げるために

平成 24 年 1 月 10 日

No.2142

H23.12.20

国際ロータリー会長
カルヤン・バネルジー

(No.2141 の例会記録)

（1 月 10 日）

今週の卓話

ロータリーソング

｢ 年男卓話 」
森山信一会員・中原 毅会員
藤本和俊会員・小川芳男会員

「 それでこそロータリー 」「 四つのテスト体操 」

（1 月 17 日）

次週の予定

ニコニコ箱
｢ロータリー理解推進月間に因んで」
中原 毅 ロータリー情報委員長

先週の例会報告
◆ 出席報告（12 月 20 日分）
会員数
特定免除

47 名 出席数 39 名 欠席者 2 名
6 名 その他免除

0名

出席率 92.86％
前々回 12 月 6 日分
ホームクラブの出席者

42 名

メークアップの結果

43 名

93.33％

特定免除

3名

その他免除

0名

欠席者

1名

修正出席率

95.56％

後面に記載

会長の時間

大西

寛治

会長

昨日、北朝鮮の金正日が亡くなると言う大きなニースが飛
び込んできました。近くて一番遠い国です。どこまで信じた
らよいか分かりませんが、核問題と、拉致問題がこれによっ
て少しでも早く解決すればと思います。
先週はクリスマス会でした。木村委員長、親睦委員会の皆
様お世話になりました。家族を大事にした、楽しい思い出に
残るクリスマス会でした。今日は２０１１年最後の例会です。
さて、お正月と言えば、しめ縄、門松とお雑煮です。お雑
煮は今年の年男卓話でしましたので、しめ縄の話をします。
しめ縄は左縄で編みます。しかし房等は右縄と左縄で一対とします。御霊を宿す神聖
な結堺・領域を区別するために張る縄、新年に周囲の汚れを清め、災難などの進入を
防ぐと言う意味が有る。太い方を向かって右にかける「入船飾り」伊勢神宮などに見
られる。反対の左側が太い「出船飾り」出雲神社などにみられる。よくしめ縄で海老
を飾っていますが、海老は音読みでカイロウと読みます。これは、夫婦が仲良く長生
きし共に老いるまで連れ添うと言う意味です。この「偕老」と「海老」をかけたもの
です。橙は孫子の代まで繁栄を願う意味が有る。ゆずり葉は新しい葉が成長して古い
葉が落ちるので、子孫存続の願いが有る。
水引は吉凶ともにもちいられるが吉事には紅白、金銀を使い、吉事は再び起こるよ
うにとの意味。裏白は神に仕える身は潔白で、白髪になるまで長生きを願う。後は、
しま

昆布，鯛、鶴亀、扇などはそのままの意味です。それでは、いつ飾って、いつ終 うの
か、もちろん年末までに飾りつけを済ませるのが一般的ですが、大みそかは「一夜飾
り」と言って、神様に失礼にあたります。昔は２９日が嫌がられたが、最近では福年
しま

縁起が良いとされています。終 うのは一般的には７日までとするところが多いですが、
１５日までの地方も在りまちまちです。一般的にはこの門松が出ている間が「松の内」
と言います。次回逢う日は、１月 10 日の恵比寿さんの日です。元気な顔でお会いし
ましょう。良いお正月を迎えて下さい。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
・結婚記念日自祝

木田 眞敏

君

清水

・誕生日自祝（１１月）

奥田

保幸

君

・入会記念日自祝（１１月）

奥田

保幸

君

・入会記念日自祝（１２月）

池田

實

君

・在籍２８年自祝

奥田

保幸

君

正義

福富

經昌

委員長

君

木村

克己

樋口

・樋口先生 思い出に残る写真の数々有難うございました

秀和

君
大川

真一郎君

谷中

清孝

君

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ、奉仕の出来る歓びに感謝

大西

寛治

君

・樋口さん写真有難うございました

中原

毅

君

藤本

和俊

君

上田

正義

君

髙島

登

君

堀部

邦夫

君

福富

經昌

君

小川

芳男

君

・皆様

写真有難うございます

感謝

君

感謝
感謝

・樋口先生、中原さん写真有難うございます

感謝

・会員の皆様の出席有難うございました
木村委員長、親睦委員会の皆様有難うございました

感謝

・家族会ではお世話になりました
写真をたくさん有難うございました
・樋口さん、写真有難うございます
・孫が誕生しました

感謝
感謝

自祝

・クリスマス家族会の写真有難うございます

感謝

・写真有難うございます

感謝

中村

眞也

君

・写真有難うございます

感謝

清水

正義

君

杉原

巨峰

君

佐藤

多加志君

木村

克己

君

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

中嶋

啓文

君

中嶋

啓文

君

・樋口先生

写真有難うございます

・クリスマス例会

感謝

皆様有難うございました

・クリスマス家族会

無事終わりました

感謝

・樋口先生

写真有難うございます

・杉原さん

愛媛の良い宿をご紹介いただき有難う

・クリスマス家族会
木村委員長

・クリスマス家族会

感謝

家族でお世話になりました

お疲れ様でした

・樋口さん、中原さん

感謝

感謝

写真有難うございます
楽しかったです

感謝

感謝

・写真有難うございました

感謝

空門

満也

君

・写真有難うございました

感謝

間

紀夫

君

・クリスマス家族会欠席お詫び
木田 眞敏

君

鷺森

董

君

江原

誠三

君

西條

義昭

君

松原

清一

君

◎ガバナー補佐エレクト会議

樋口

秀和

会員

第６回ガバナー補佐エレクト研修報告（2011.12.15）
Ⅰ．ロータリー財団の使命を実現するために「未来の夢計画ＦＶＰ」が策定され 2013
年 7 月から世界の全地区に適用されます。
Ⅱ．地区とクラブが未来の夢計画への参加に備えるための基本情報が次のように説明
されています。
１．補助金の種類
a．新地区補助金
新地区補助金は、クラブと地区による地元地域や海外の差し迫ったニーズへ
の取り組みを支援する補助金
b．グローバル補助金
グローバル補助金は、15,000～200,000 米ドルを財団が支給するもので、長
期的視野から焦点を絞った大きな影響をもたらす活動に参加するための補
助金で、人道的プロジェクト、職業研修チーム、奨学金に活用できる。
これらの活動は、持続可能で成果が測定できる「６つの重点分野」のいずれ
かに関連したものであること。
２．重点分野
クラブと地区が最大限の成果をもたらすことが出来ると思われる、６つの重点
分野を特定しました。
a．平和と紛争予防

b．疾病予防と治療

c．水と衛生設備

d．母子の健康

e．基本的教育と識字率向上

f．経済と地域社会の発展

３．参加資格と資金管理
a．地区が行うべきこと
毎年地区がオンラインの資格認定プロセスを完了し、地区の覚書に記載され
た財務と資金管理の方針、要件に従うことに同意する。補助金を管理する責
任は地区にある。
b．クラブが行うべきこと
毎年、資格認定プロセスを完了する必要がある。１名以上の会員をクラブか
ら地区ロータリー財団補助金管理セミナーに派遣し、クラブの覚書に署名し
順守すること。
４．補助金申請プロセス
新地区補助金とグローバル補助金の申請書は全て「会員アクセス」を通じて、
オンラインで提出する。

a．新地区補助金は、計画と申請を中心とした１年目と支給・実施が行われる２
年目の２年間周期モデルに沿って行われる。
b．グローバル補助金は、オンラインで提案書を提出しその後、補助金申請書を
提出する。この提案書・申請書は年度中いつでも受付される。
５．報告
地区は新地区補助金の受領後１２ヶ月以内に、財団及び地区内全クラブに対し
て補助金資金の配分先を示した報告書を提出しなければならない。
グローバル補助金の提唱者は、補助金プロジェクトの続く間は１２ヶ月ごとに
進捗報告書を、プロジェクト完了２ヶ月以内に最終報告書を提出すること。
Serve する中で自分たちが理解した中

Ⅲ．未来の夢計画Ｆ.Ｖ.Ｐに参加して、We

で、自分の職業の中で、それに似たようなことが展開できないだろうかと考え
実行していくのが、Ｉ

Serve である。

自分が参加して汗を流したことを、自分の職業の中でどう生かしていくかが大
切である。

先週の卓話

「 前 期
◆会

を

省

み

長

て 」
大西

寛治

本年度ＲＩカルヤン・バネルジー会長のテーマは
「心の中を見つめよう博愛を広げるために」２６６
０地区岡部泰鑑ガバナーは「見直しをすすめ

新た

な第一歩を」でありそれを受け大東ロータリークラ
ブのテーマを「我々の心にチャターメンバーの熱い
思いを今一度」としました。
本年度で４４年の歴史を持つクラブです。残念な
がらチャターメンバーはおられません。私が入会し
た時は宮本喜史、中北博、門野良雄会員などがおられました。しかし、皆さんすでに
お亡くなりになられています。
それぞれの方にそれぞれの思い出が有ります。宮本会員には可愛がっていただきま
した。宮本会員の８８歳の記念に阪奈カントリーで米寿コンペの幹事をしました。８
８歳で、年間８８回ゴルフをするのを目標にしておられました。皆さんの共通したも

のはロータリーには頑固でした。信念を持っておられました。先輩方の姿を見てロー
タリー、人生の勉強をしました。楽し例会、仲間に会える楽しさ、奉仕の出来る喜び
に感謝の合言葉の基、今年度スタートしました。ゴルフ同好会、歩こう会、１２月に
はグルメ同好会が誕生しました。年代を超えての仲間意識が盛り上がってきています。
基本方針の基、上田幹事はじめ五大奉仕、各委員長の皆様の事業展開も、行事日程
通りに進行し、十二分に成果をあげられています。内容は又、後で各委員長から発表
が有ります。地区に渡した義援金が返還されると言う事態もありました。今、社会奉
仕委員会の橋本委員長を中心にほぼ震災復旧の為の使い先が決まりつつあります。
方針通りに、新入会員は４名拡大しました。しかし、２名の退会者を出しました。
私が入会した時は７０名を越していました。５０名以上のクラブにしたいと思います。
もう、一踏ん張りです。皆様のご協力がなければできません。宜しくお願いします。

◆幹

事

上田

正義

平素は、皆様方に当大東ロータリークラブの運
営に多大なるご協力頂きまして誠にありがとうご
ざいます。この場をお借りしまして改めまして御
礼申し上げます。
今年は会長のテーマーであります（楽しい例
会・仲間に会える楽しみ・奉仕の出来る歓び）を
軸にこの半年クラブ運営をしてまいりました。
幹事に就任させていただきまして光陰矢のこと
しの言葉がありますが、長いようで又短いようであっと思えば早６ヶ月すぎており
ました。この間クラブ運営に少しでもお役に立てたのか反省しております。
各委員長様には、大変ご努力いただきまして全員が気軽に参加できる事業をお願
いしてまいりました。秋の家族会・クリスマス会など予算編成を出来るかぎり参加
しやすい計画をお願いしまいた所ご協力いただきましてありがとうございます。
東北大震災の被災地支援に対して当クラブの支援又台湾の雙溪ＲＣよりの義援
金の件で塩釜東ロータリークラブに何回も打ち合わせに出向いていただきました
各担当委員長様には感謝申し上げます。
毎月の理事会も、各担当理事会メンバー様の活発なる意見・前向きの意見をいた
だきただただ経験不足で微力な幹事を応援していただきまして又理事会運営にご
協力いただきましてありがとうございました。今後も勉強してまいりますのでご協
力お願い申し上げます。

地区関係では、ＩＭ３組幹事会に出向させていただきまして他クラブの活動・運
営状況が判り非常に参考になりました。その中で判りました事は、大東ロータリー
クラブの諸先輩方の築かれた伝統・親睦・運営方針が改めまして素晴らしいもので
あると感銘いたしました。大東ロータリークラブの一員である事に誇りを感じまし
た。今後もこの素晴らしい伝統を継続する力に微力でありますが努めさせていただ
きます。来年１月２８日に四条畷ロータリークラブ主催でＩＭ３組年次大会が開催
されますので多数のメンバーのご参加お願い申し上げます。又、地区大会・インタ
ーアクト年次大会・地区各研修会にご参加していただきましてメンバー各位には改
めて御礼申し上げます。
当クラブの剣道大会・少年野球大会・弁論大会・インターアクト例会など対外事
業にも多数ご参加いただきましてありがとうございました。
あと半年間会員諸兄のご協力の元に楽しい例会・仲間に会える楽しみ・奉仕の出
来る歓びをモットーにクラブ運営を事務局の鍛治澤さんの協力も得て努力致しま
すので何卒宜しくお願い申し上げまして、（前期を省みて）の言葉とさせていただ
きます。ありがとうございました。感謝申し上げます。

◆クラブ奉仕委員会

中原

毅

委員長

クラブ奉仕委員会としては会長方針の「我々の
心にチャーターメンバーの熱き思いをもう一度」
を推進する為、メンバーの中でクラブに一番長く
在籍されておられます大川会員に卓話をお願をし
まして、入会当時からのクラブに対する熱き思い
とクラブとしての規律などを語って頂きました。
またロータリー情報委員会としましては、今年
度皆様のご努力によりまして、現在３名の新入会
員が入会されました。今年度終了までに新入会員
を対象にオリエンテーションを開催する予定をしております。あと半年間皆様のご
支援よろしくお願いいたします。

◆職業奉仕委員会

髙島

登

委員長

１０月の職業奉仕月間の卓話には、２６６０地
区職業奉仕委員長

長崎弘芳氏をお招きして、職

業奉仕とは何か？について、とても有意義なお話
を聞かせていただきました。又、同日の夜に行わ
れた情報集会においては、職業奉仕について多く
のメンバーより活発な意見交換を行うことができ
ました。
４月には春の家族会を親睦活動委員会と共同で
行います。一人でも多くの参加をお願いします。
会員の皆様には、今後共ご協力いただきますよう宜しくお願いいたします。

◆社会奉仕委員会

橋本

正幸

委員長

今年度前期の事業
共同募金に協賛、バッジの購入
大東市民祭りに協賛、９月１８日（日）市民祭
りにおいて盆踊りの警備
市民祭り会場において、薬物乱用防止の啓発活
動とクリアファイルの提供
秋の交通安全運動に協賛、９月２１日（水）台
風のため中止
クリスマス会において、歳末助け合い運動に協力
東日本震災関連
地区からの要請により多額の義援金
台湾から義援金
塩釜東ＲＣメイクアップ時に義援金
会員の会社に義援金箱設置
親睦と国際奉仕とで震災現地視察

８月１０日、１１日

宮城県塩釜東ＲＣメイクアップ
家族旅行時に老人福祉施設清楽園現地視察

１０月４日

国際奉仕と台湾に支出内容を報告、ＷＣＳの依頼。開所式参加依頼１１月４日
老人福祉施設に義援金約１００万円

１１月１７日送金

残った義援金について
早急に支援する必要があるため、塩釜東ＲＣを通して依頼。
松塩ゾーンにおいて委員会を設けられ支援活動を行っている。
内容は、離島との輸送手段がないことから復興できないため、フェリーを購入
するプロジェクトを立ち上げている。協賛する方向で検討。
後期事業の予定
義援金贈呈
開所式、進水式に参加
秋の交通安全運動に協賛
事業実施にあたりご協力をいただきまして、ありがとうございました。今後とも
ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

◆国際奉仕・世界社会奉仕委員会
国際奉仕 WCS 委員長の田川です。
前期を省みてですが、今回は国際 WCS 委員会も
東日本災害の方に力を注いでくださいと言われ、
何ができるのか？やはり現地に行き、自分自身で
何ができるのかを見に行きました。
雙溪ロータリークラブからも、多額の義援金を
もらっていますので、現地の写真などを送り、WCS
事業では、雙溪ロータリークラブに行き、塩釜に
ある老人ホームでの事業の説明をしてまいりまし
た。

田川

和見

委員長

五竜岳 ：

標高

2814m

百名山 53／100

五竜岳（ごりゅうだけ）は、飛騨山脈（北アル
プス）後立山連峰にある標高 2,814 m の山。山
体は富山県黒部市と長野県大町市にまたがり、
山頂部は富山県側に位置する。男性的な山容で、
日本百名山の一つ。「竜」のみを旧字体にして
五龍岳と表記されることもある。旧字体による
表記は「五龍嶽」
。
JR 東日本大糸線神城駅の西 8.4 km に位置し、
中部山岳国立公園内にある。鹿島槍ヶ岳と並ん
で、後立山連峰の主要峰の一つである。両山は
丁度吊橋の支柱の様に日本三大キレットの一
つである八峰キレットを挟む形で鎮座している。両山はそれぞれ逆側（鹿島槍ヶ岳は南側から、
五竜岳は北側から）からは登りやすいが、両山を縦走するためには、難所である八峰キレット
を通過しなければならない。山頂部は濃飛流紋岩型の溶結凝灰岩、山腹は黒雲母花崗岩からな
る。山頂部は森林限界を越える高山帯で、1952 年（昭和 27 年）に多くの高山植物が自生して
いる南斜面は白馬岳周辺の山域と共に白馬連山高山植物帯の特別天然記念物に指定された。コ
ケ植物のナンジャモンジャゴケが、1951 年（昭和 26 年）初めて五竜岳で採取された。イワヒ
バリ、カヤクグリ、コマドリなどの亜高山帯の鳥が生息している。
山頂の北西 2.0 km の餓鬼谷上流部の左岸斜面には、1906 年（明治 39 年）に発見され翌年から
鉱山の操業が行われた「大黒銅山跡」がある。そこで精錬された銅は牛により唐松岳と八方尾
根を経由して運ばれ 1918 年（大正 7 年）に閉鎖された。

鹿島槍ヶ岳 ：

標高

2889m

百名山 54／100

鹿島槍ヶ岳（かしまやりがたけ）は、中部山
岳国立公園の北アルプス後立山連峰にある
山。後立山連峰の盟主とされる。
山頂は南峰
（標高 2,889 m）と北峰
（標高 2,842
m）からなる双耳峰である。上部は、森林限
界のハイマツ帯で、ハクサンフウロ、ミヤマ
トリカブトやトウヤクリンドウなどの多く
の高山植物が自生し、ライチョウやホシガラ
スなどが生息している。周辺は豪雪地帯であ
り、東側にはいくつかのスキー場がある。
古い異名では、越中の奥山廻り御用がこの山
を後立山（ごりゅうざん）と呼んでいたのがあり、江戸時代後期の国境見回りの記録絵図には
祖母谷を経由する登路を記している。

