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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？
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（7 月 24 日）

今週の卓話

「第 28 回中学校対抗剣道大会」
中新世代奉仕委員長

（7 月 31 日）

次週の予定
「

ロータリーソング
「我等の生業」「四つのテスト体操」

『癒し』３ 」
松原 清一 会員
ニコニコ

先週の例会報告
◆ 出席報告（7 月 17 日分）
会員数
特定免除

箱

44 名 出席数 37 名 欠席者 3 名
4 名 その他免除

0名

後面に記載

出席率 92.50％
前々回 7 月 3 日分
ホームクラブの出席者

41 名

97.61％

メークアップの結果 42 名
特定免除
欠席者

3名
0名

その他免除

1名

修正出席率 100.00％

会長の時間

藤本

和俊 会長

高島幹事のご尊父さまが先週ご逝去され、通夜、告別
式には多くの会員のご弔問有難うございました。私共会
員一同心よりご冥福をお祈り申し上げます。
さて、大阪は本日梅雨明け宣言が出ましたが、九州
北部地方では先週から記録的な大雨で土砂崩れや河
川氾濫が相次ぎ死者、行方不明者３０名以上の甚大な
る被害がでています。この記録的な豪雨を気象庁では
「平成 24 年 7 月九州北部豪雨」と命名しました。こ
の原因は梅雨の終盤に前線が対馬海峡付近に停滞し、南から湿った空気が大量に
流れ込み寒気とぶつかり激しい雨を降らすそうです。またその形が舌に似ている
ので、「湿舌」とも呼ばれています。
考えてみれば、私達の大東市も昭和 47 年と同 50 年に集中豪雨と河川氾濫によ
り、未曾有の水害に襲われ、多数の被害が発生しました。それを教訓に河川、水
路の改修や下水道事業の推進などを行い、整備されたまちづくりができ上がって
きました。この先日本各地での痛ましい自然災害の被害を最小限にするためにも、
治水事業の対策には是非とも強靭な整備が必要だと思われます。
話は変わりますが、去る７月 15 日に米山奨学生学友会の 2012 年度の総会及び新
フ

スイコウ

規奨学生歓迎会式典がリーガロイヤルホテル大阪で開催され、奨学生の付 翠紅さ
ん、田川委員長、杉原カウンセラーのメンバーで参加して来ました。今回は参加
者が例年以上多く、奨学生 31 名を含む総勢 120 名の出席者でありました。
一部の総会が終わり、二部の歓迎懇親会では抽選で座席が決まり、私は世話クラ
ブが大阪ＲＣ、大阪北ＲＣの元米山奨学生、中山氏と同席をさせて頂きました。
訊けば以前大東市の赤井の交差点付近で商売をされていたそうで、何か不思議な
ご縁をいただき、お陰で余興のゲームも壇上で中山氏と行なうこともでき、大変
懇親を深めることができました。
終始楽しい雰囲気のなか閉会の辞を学友会の代表として中山氏が挨拶され、
「当時苦学をして学ぶなか、この奨学金がこれ程有難いものはなく、心底感謝致
しましました。しかし今日の奨学生の皆さんはある程度裕福な家庭から来られ、
奨学金の有り難味はそれほど分からないと思うが、この頂いたご恩は決して終始
忘れることなく、日本の為、また祖国の為に貢献できる人間になっていただきた
い」と苦言を呈せられたことに、非常に感激深い思いになりました。米山奨学生
学友会に出席させていただいた事に感謝申し上げます。

委員会報告
◎米山奨学委員会

田川

和見

委員長

７月 15 日（日）に 2012 年度総会及び新規奨学生歓迎会が開催されました。

◎先週ゲストに米山奨学生の付翠紅さんが例会を訪問、近況報告されました。
米山奨学生

付翠紅（フ

スイコウ）さん

皆さん、こんにちは。
私は付翠紅と申します。
先日、日本文化の理解を深めるために同じ留学生の友
達と一緒に比叡山延暦寺へ行った時の話をさせていただ
きます。
比叡山は京都と滋賀との県境にまたがり、南北に峰を
伸ばす山々です。この巨大な山全体が寺域であり、いく
つもの谷や尾根を活かしてつくられた「東塔（とうどう）」
「西塔（さいとう）」「横川（よかわ）」の 3 地域をあわせ
て比叡山延暦寺と呼びます。周囲およそ 100 キロメート
ルにもおよび、日本仏教の一大聖地です。
延暦寺は 788 年に天台宗の開祖である最澄が、山内に寺院を建てたのがはじまり
です。
えんりゃく

やがて朝廷から開創時の年号「 延 暦 」の名を賜り、日本仏教の基盤をつくりあ
げました。そして、1994 年に世界文化遺産に登録されました。
開祖である最澄（さいちょう）は延暦 23 年（804）空海とともに当時繁栄盛世
の中国の唐朝に修行に行って翌年に日本に戻りました。その後、中国仏教協会の会
長は延暦寺に来て延暦寺の素晴らしさを詩で表現しました。今でも、その詩を書い
ている石碑は延暦寺の東塔の中に立っています。そのような事を知り、私は崇敬の
気持ちで延暦寺を参拝しました。
開創は 788 年。天台宗の開祖である最澄が、私たちは八瀬比叡山口で叡山行きの
叡山ケーブルカーを乗り、上に向かいました。電車の中で見た景色がとても綺麗で
した。しかし、特に感動したのは電車が使用された年代です。その電車は大正時代
から使用されており、日本の技術は当時からすごかったなと本当に驚きました。
そして、私たちは叡山で叡山ロープウェイにも乗り、目下に京都市内の全景が広
がっており、絶景の中、まるで空中散歩のような気分でした。
そして、私たちは目的地の延暦寺に着きました。中に入り、延暦寺の偉大さ、素
晴らしさなどを確かめました。延暦寺についてより詳しく知ることができまた。
日本と中国の関係は深く、今後もその友好関係は続けなければならないと思って
います。今後も日本文化理解をより一層深め、先生になった時には、学生たちにそ
の思いと留学中に学んだことを教えたいと思っています。

◎インターアクト委員会

東村

正剛

委員長

7 月 14 日（土）2012 年度インターアクト海外研修オリエンテーションが四天王寺学
園内第 1 会議室にて開催されました。

◎ 社会奉仕委員会
7 月 11 日（水）午後７時、
「第 28 回

小川
青少年健全育成市民

大会」が大東市立市民会館にて開催されました。
記念講演としまして、大阪府薬物乱用防止推進教室講師
大内

啓子氏による「子どもを取り巻く薬物の現状について」

講演がありました。

ベニサンゴガニ
キサンゴに住みついているカニです。
南部で見かけることがあります。
これもレアな生物です。
南部沖合 水深２０ｍぐらいのところ
で撮影しました。

芳男

委員長

◎ニコニコ箱

中野

秀一

・入会記念日

大東

・入会記念日

委員長
弘

君

中

恒夫

君

・入会記念日

佐藤

多加志君

・入会記念日

木村

克己

君

・入会記念日

中嶋

啓文

君

・入会記念日

中野

秀一

君

・結婚記念日

福富

經昌

君

・米山奨学生の会合、とてもすばらしい方々の出会いに

感謝

藤本

和俊 君

・ 楽しい例会、仲間に会える喜び、
奉仕の出来る事に

感謝

大西

寛治

君

・写真ありがとうございました

感謝

中原

毅

君

・写真ありがとうございました

感謝

上田

正義

君

・ 德山副委員長さん先週はご迷惑をおかけ致し、
お詫び致します

福富

經昌 君

・和歌山田辺の海は、美しかったです。 感謝

松原

清一 君

・熱中症に注意しましょう！！

大東

弘 君

・日曜日は楽しい時間を過ごせました。 感謝

橋本

正幸 君

・ 藤本会長・杉原会員

米山懇親会では
ありがとうございました

感謝

田川

和見

君

・米山懇親会楽しかったです。
藤本会長、田川米山委員長ありがとうございました

感謝

杉原

巨峰 君

佐藤

多加志君

・ IAC オリエンテーションに参加し
河内音頭を練習しました。 感謝
・インターアクト海外研修オリエンテーリング
中野委員長

東村委員長ありがとうございました

・皆様のニコニコに感謝します

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

中嶋

啓文

君

反省

空門

満也

君

お詫び

東野

喜次

君

感謝

感謝

・ インターアクト海外研修オリエンテーション
ご参加有難うございました

感謝

・毎日、暑いですがバテづに頑張ります
・ゴルフ

バンカーでギブアップしました

・髙島さんお参りできなくてごめんなさい

先週の卓話

「 新 年 度 の 方 針 発 表 」

●職業分類委員会

池田

實

委員長

当委員会は、会員増強並びに会員先行委員会と密接なチーム
ワークのもとで活動しますが、近年会員増強に苦慮している
のが現状です。入会予定者が出られた時には直ちに職業分類
をはかり、入会予定者に支障の無いように努めてまいります。
ロータリークラブは会員増強と会員の親睦が基本であり、入
会予定者が支障の無いように進めます。

●出席委員会

福富 經昌 委員長

定款：第 9 条出席の項に「各会員は本クラブの例会に出席する
べきものとする」 とされています。また細則：第 9 条委員会
の第 6 節クラブ奉仕委員会の中に出席委員会の責務として「こ
の委員会は全てのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に
出席すること（これには、地区大会、都市連合会、地域大会お
よび国際大会への出席も含まれる）を奨励する方法を考案する
ものとする。この委員会は特に本クラブへの出席と、本クラブ
の例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席とを奨励
し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよ
りよき奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去する
ことに努めるものとする。」と規定されています。前年度は委員長のもと高出席率を維
持されました。この大東ロータリークラブの伝統を引き継いでいきたく思います。そ
のため、メークアップ（定款第 9 条出席の一般規定参照）を奨励するために、参考と
なる種々 の情報を個別に提供させて頂きます。毎回出席率 100 ％と出席報告ができま
すように、皆様のご協力をお願い致します。

●会報委員会

松原 清一 委員長

前年度途中より引き継ぎ、内容が解ってきました。
会報の良いところは継続し、読みづらいところや変更した方が良
いところは変えてゆきたいと思っていますので、皆様方のご意見
ご鞭撻よろしくお願いします。新しい取り組みとして、本年度は
会報の後の空白にダイビングで撮影した、海中の生物や景色の写
真を載せていきたいと思っています。少しでも会員の皆様方の癒
しになればと、思っています。

●雑誌委員会

中村 眞也 委員長

月刊「ロータリーの友」を通じて、他クラブの情報を知ることに
より、ロータリー活動の活性化や自己啓発に役立つ話題を発信し
ていきたいと考えます。
また大東ロ ータリー活動を、他クラブや関係団体に発信できる
よう努めてまいります。

●シンギング委員会

杉原 巨峰 委員長

例会スタートの大事なセレモニー。会員皆様の声を一つにする。
唯一の協同作業だと思います。
「ロータリーソング」また「四つ
のテスト」とロータリーアンとして、また人としての基本精神が
詞われてますことを深く心にとめながら・・・。本年度は４５周
年という節目の年度でもありますので明るく元気にタクトを振
って指揮をとりたいと思います。
一年間、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

●ニコニコ箱委員会

中野 秀一 委員長

クラブ会員の皆様に「ニコニコ会計」が各種奉仕活動の重要な資金
源となっている事を理解していただき、「楽しかった事」、「嬉しか
った事」、「皆様に知っていただきたい事」、「迷惑を掛けた事やお
世話になったお礼」など、
「ニコニコ」を通じて「積極的に」発表
していただくと共に奉仕活動に繋がる事を実感していただける場
になるよう努めます。
任意の寄付ですので何らの強制力もございませんが、皆様からの
「メッセージ」を楽しく報告させていただきながら目標達成に向け
て努力してまいりますので、ご協力お願い致します。

●国際交流平和委員会

大矢 克巳 委員長

国際交流平和委員会では、姉妹クラブの在り方・ＷＣＳの在り方に
ついて勉強をしていきたいと思います。
本年度は、当クラブが４５周年を迎えます。
先月に、台北雙溪扶輪社に訪問させて頂き、次年度会長を始め多く
のメンバー
の皆様にピーアールをさせて頂きました。
又、塩釜東ロータリークラブのメンバーの方々も来られるみたいで
すので、しっかりとアテンドをしていきたいです。
２０１３年５月に行われます、世界大会のご案内させて頂きますので、参加される機
会のあるメンバーの方がおられましたら参加の程よろしくお願いします。
会員の皆様方のご協力、ご支援よろしくお願いします。

●ロータリー財団委員会
本年度は未来の夢計画（FUTURE

田中 祥介 委員長
VISION

PLAN）への準備段階の

最終年度ですので FVP を勉強したいと思います。11 月のロータリ
ー財団月間で地区ロータリー財団委員会より FVP について卓話を
予定しています。
会員皆様方のロータリー財団への寄付は年次プログラム基金として一
人 150 ドル以上、ポリオ・プラスとして一人 40 ドル以上お願い致しま
す。そして、恒久基金（ベネファクター）は一人以上お願い致します。

●米山奨学委員会

田川 和見 委員長

米山奨学事業は、国際平和の一つの事業として外国人留学生に対
する奨学金制度を支援する国際奉仕活動であります。本年度 4 月
より昨年に引き続き奨学生の付翠紅（フ スイコウ）さんを迎え
入れ、奨学金による経済支援と共にロータリーとの深い交流と精
神的ケアを重視しながら杉原カウンセラーと共に、日本の文化を
少しでも多く体験してもらえるよう努力してまいります。

●インターアクト委員会

東村 正剛 委員長

大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブの活動に協力・参加
し、未来を担う子供たちの地域社会への奉仕と国際理解を深める
活動を通じて人間性豊かな人材育成に努めます。
さて、昨年度は東日本大震災により海外研修にも影響をきたしま
した、本年度は台湾での海外研修や各行事を通じて、国際社会の
重要性を認識して頂くと同時に、インターアクターの自主性と奉
仕精神溢れる新世代育成の為に、インターアクター達の各イベン
ト・行事活動・会議への自発的な参加推進を促していきたいと思います。
提唱する大東ＲＣの会員の皆様には各事業等へのご協力をお願い致すと思いますが、
会員の皆様にはご理解とご協力をお願い致します
《今年度事業計画予定》
７月 大阪桐蔭ＩＡＣ例会
８月 海外研修 台湾（８月６日から９日）
９月 早朝清掃活動
クリーンハイキング
２６６０地区年次大会
10 月 早朝清掃活動
11 月 募金活動

