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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 藤本 和俊
■幹
事 髙島
登
■会報委員長 松原 清一
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奉仕を通じて

国際ロータリー会長

国際ロータリーのテーマ

平和を
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今週の卓話

今月のテーマ
「大東ロータリークラブ創立 45 周年に因んで」

大川

真一郎

会員

ロータリーソング

（12 月 11 日）

次週の予定

い
「創立 45 周年記念」
藤本 和俊 会長

特定免除

い

45 名 出席数 35 名 欠席者 2 名
8 名 その他免除

0名

出席率 94.59％
前々回 11 月 13 日分
ホームクラブの出席者

35 名

92.10％

メークアップの結果 38 名
特定免除
欠席者

7名
0

その他免除
修正出席率

「それでこそロータリー」
「四つのテスト体操」
ニコニコ箱
後面に記載

先週の例会報告
◆ 出席報告（11 月 27 日分）
会員数

「家族月間」

0名

100.00％

会長の時間

藤本

和俊 会長

皆さんこんにちは。本日は大変嬉しいニュースが
二つあります。まず大阪桐蔭高等学校が第 92 回全国
高等学校ラクビー大会に出場が決まったことです。
森山会員おめでとうございます。ぜひ野球同様に全
国一の頂点を目指しがんばって下さい。
そして昨日の雨も上がり、少々肌寒い中ではありましたが、午前 10 時 30 分よ
り、大東ロータリークラブ創立 45 周年記念事業の第一弾として、大東市民の方に
緑と木陰の憩いの場として役立ててもらおうと、住道駅南側公園広場の一角でシマ
トネリコ樹木の植樹祭を執り行いました。ご来賓として、大東市役所の衣田部長、
今出課長様にご出席を賜り、クラブよりは担当の小川社会奉仕委員長、谷中実行委
員長はじめ多数の会員皆様にご参加頂き、無事終える事ができました。そして特に
東野会員には準備・段取りと何かとお世話になり、御礼申し上げます。後ほど、小
川社会奉仕委員長より詳しい報告があると思いますので、宜しくお願いします。
さて今のシーズンの果物といえば柿ではないのでしょうか。私たちの昔頃には、
学校の帰り道などその周辺には柿の木がたくさん実っており、人目を盗んで拝借し
たものでした。勢いよく食べると渋柿だったという苦い経験も、皆様方もあるので
はないかと思います。しかし残念ながらめっきりこの周辺では、見る機会が少なく
なりましたね。そこで少々柿についてお話したいと思います。
柿は元来日本原産の果物といわれ、16 世紀頃にポルトガル人によってヨーロッ
パに渡り、その後アメリカ大陸に広まっていきました。今では、「ＫＡＫＩ」は世
界中の人に愛され、学名も「ディオスピロス・カキ」、「ＫＡＫＩ」の名で世界中に
通用します。
柿の成分で特筆できるのは、何といってもビタミンＣで他にも、ビタミンＫ、Ｂ
１、Ｂ２、カロチン、タンニン（渋味の原因）、ミネラルなどを多く含んでいるた
め、「柿が赤くなれば、医者が青くなる」という言葉があるほど、柿の栄養価は高
いのです。また、「二日酔いには柿」といわれている訳は、ビタミンＣとタンニン
が血液中のアルコール分を外へ排出してくれるからで、豊富なカリウムの利尿作用
のおかげともいわれています。
柿の出荷量では和歌山県が全国一位で奈良県が二番目であります。その奈良県に
は「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」と、正岡子規の有名な句に詠まれた柿は「御所
柿」（ごしょがき）であります。「御所」は、甘柿の元祖と呼ばれていますが、奈良
時代には完全な甘柿はありませんでした。しかし江戸時代、奈良県御所（ごせ）市
で偶然に完全な甘柿が生まれ、その為「御所柿」と呼ばれるようになり奈良の名産に

なりました。当時、極上の柿として、幕府や宮中にも献上されていたそうです。ただ
栽培は難しく、選定や農薬などちょっとした環境の変化で実が落ちたり、味が変わっ
てしまうのが難点で、収穫量も少ないことから「幻の柿」と呼ばれているそうです。
そのようなとろりとした果肉と一般的な柿の２倍という甘さが魅力な御所柿が、
この 20 日から収穫が御所市内の果樹農家で始まり、昨年度の 1.6 倍の 200kg の出
荷を見込む予定であるということを紹介いたしまして、会長の時間を終わります。

柿のヘタは一般的には４片ですが、この柿、ヘタが５片なのが特徴
です。
委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
・入会記念日

中野

自祝

秀一

委員長

杉原

巨峰

君

西條

義昭

君

・四十五周年記念植樹ありがとうございました

谷中

清孝

君

・ラグビー全国大会出場

森山

信一

君

・ロータリーコンペ

ゴルフ優勝

自祝

感謝

・大東 RC 創立４５周年記念事業の植樹祭に多数の会員の皆様方の出席を頂き
無事終了することが出来ました

有難うございます

藤本

和俊

君

髙島

登

君

ありがとうございました

小川

芳男

君

・中野会員、ご紹介頂きありがとうございました

橋本

正幸

君

・がんこずしに感謝

田川

和見

君

杉原

巨峰

君

・植樹祭無事行う事が出来ました
東野さん色々有難うございました
・45 周年記念事業第１弾、天候にも恵まれシマトネリコ植樹
無事終了しました

・ゴルフレッスン会、東村キャプテンありがとうございました
ゴルフコンペの際には中嶋会員手とり足とりご指導
ありがとうございました

・植樹祭おつかれさまでした

佐藤

多加志君

・嫁と越前ガニを食べて来ました

木村

克己

君

・皆様のニコニコに感謝

中野

秀一

君

空門

満也

君

間

紀夫

君

植田

直平

君

森岡

信晶

君

・藤本会長、髙島幹事、おいしいお酒
ありがとうございました
・藤本会長、髙島幹事、楽しいお酒を
ありがとうございました
・楽しいお酒を、藤本会長、髙島幹事、
ありがとうございました
・藤本会長、髙島幹事、おいしいお酒
ありがとうございました

◎社会奉仕委員会

小川

芳男

委員長

本日、11 月 27 日（火）末広公園にて 45 周年事業の一環であります、植樹祭が
とり行われました。関係者および、多数の会員の御参加ありがとうございました。

先週の卓話
「 45 周年を迎えて

」

◎創立 45 周年記念実行委員会
中野
佐藤

多加志

谷中

清孝

委員長

秀一

セクレタリー

記念式典部門副委員長

大東ロータリークラブ４５周年記念式典のご案内
開催日時：平成 24 年 12 月 11 日（火）午後４時３０～式典開始
開催場所：記念式典 太閤園 別館 フォレストルーム
写真撮影 同館 ガーデンホール
懇親会 同館 ガーデンホール
二次会 本館 レストランリュクセレ
※ドレスコード：会員の皆様はダークスーツにネクタイ着用でお願いします
記念式典：別館 フォレストルームにて
午後３時３０分受付開始
午後４時３０分～５時３０分
写真撮影：別館 ガーデンホール（フォレストルーム隣り）
午後５時３０分～
① 記念式典参加者対象とした撮影を行います
② 大東ＲＣ会員及びご夫人で撮影を行います
※ご婦人の方は写真撮影のため、５時１５分までに登録を終了してください。
懇親会及びクリスマス会：別館 ガーデンホール（フォレストルーム隣り）
午後６時３０分～８時３０分
開宴予定時間は早める可能性がございます。
（写真撮影終わり、懇親会参加者揃い次第、時間を繰り上げて開始します）
二次会：本館 レストランリュクセレ
午後８時５０分頃より（懇親会終了後）開催します
午後１０時３０分終了予定

○記念式典式次第
司会：木村会員・青木雅子（アナウンサー）
開会の辞（谷中実行委員長）
開会点鐘（藤本会長）
国歌並びにロータリーソング斉唱（杉原シンギング委員長）
物故会員追悼（高島幹事より物故会員紹介 井上忠信会員・植田恭平会員）
来賓紹介（藤本会長）
来訪クラブ紹介（藤本会長）
姉妹クラブ紹介（藤本会長）
会長挨拶（藤本会長）
ご祝辞（以下４名）
2660 地区高島ガバナー
東坂大東市長
中許大阪東ＲＣ会長
トニーレイ台北スワンシーＲＣ会長
記念事業発表（小川会員）
姉妹クラブ記念品交換
閉会の辞（中原副実行委員長）
閉会点鐘（藤本会長）
○懇親会・クリスマス会式次第
司会：中野会員・青木雅子（アナウンサー）
開会
会長挨拶（藤本会長）
来賓祝辞（２名）
樋口秀和 2660 地区ガバナー補佐
佐々木正樹塩釜東ＲＣ会長
乾杯（大川会員）
祝宴
（歓談中は弦楽四重奏によるＢＧＭ）
担当挨拶（佐藤親睦活動委員会委員長）
プレゼント抽選会
対象者はメンバー奥様・子供、台湾ＲＣの奥様・子供
謝辞（谷中実行委員長）
ロータリーソング 手に手つないで（杉原シンギング委員長）
閉会の挨拶（高島幹事）

杉原

巨峰

セクレタリー

45 周年記念実行委員会のセクレタリーとして、また記
念事業部門の小川委員長のアシスタントをしてまいり
ました。
本日は、決定致しました周年事業の内容を御報告させ
て頂きます。
① シマトネリコ記念植樹（大東ロータリークラブ 45 周年記念・植樹事業）
② 塩釜東 RC の斡旋で七ヶ浜町役場への大型液晶テレビ２台の寄贈（大東ロー
タリークラブ 45 周年記念・東北支援事業）
③ 薬物防止啓発 DVD の寄贈（大東ロータリークラブ 45 周年記念・薬物乱用防
止研修支援事業）
という 3 つの記念事業が実行委員会で決定されました。
一つ目の本日滞りなく行われました記念植樹に関しましては、大東市街づくり部
水とみどり課と進めてまいりました。
当初は 40 周年記念の際に設置された、時計台の両サイドにしだれ桜の植樹を検
討しておりましたが、木の性質や地下の配管等の問題が生じ、本日行われました
場所への植樹となりました。
本日植え込んだ樹木は、シマトネリコ（モクセイ科）で耐寒性で落葉することも
なく通年常緑を保ってくれるというのも市からの希望であり、又木の成長と共に
大東市の発展と当クラブの発展の思いを込めての事業となりました。
この事業に関しましては、当初より東野会員より大変お力添えを頂き、又昨日の
悪天候の中での準備まで段取りして頂きましたことに、大変感謝致しております。
ありがとうございました。
二つ目は、WCS 事業として姉妹クラブ台湾スワンシーRC のご協力を頂き、東
北への支援事業となりました。
当初、軽トラックの寄贈を検討しておりましたが、こちらの提案と向こうの要望
との折り合いがなかなかつかず、車いすや津波の影響で木々が少ない為植樹の話
なども挙げられましたが、最終的に大型液晶テレビ２台を七ヶ浜町役場への寄贈
となりました。
三つ目は、薬物防止啓発 DVD の寄贈については、社会奉仕事業に 45 周年事業
としての冠を付けての事業となります。
こちらの受け入れ窓口は大東市地域保健課となり、市を通じて小・中学校を始め
各関係団体に研修会や啓発活動に役立てて頂き、薬物乱用防止の一助けとして活
用して頂き地域の未来を担う青少年を薬物汚染から守り健全育成に役立てる事
業と思っております。
こちらの予算に関しましては、クラブの社会奉仕活動資金１７９，１７５円と地
区補助金（承認済）１７９，１７５円の合算でとり行うことになっております。

① と②の事業予算については①植樹事業２００，０００円

②東北支援事業

５９６，０００円。
内訳としましては、周年費用より３７１，０００円、WCS 台湾スワンシーRC から
２００，０００円、当クラブより２２５，０００円の合計７９６,０００円とな
っております。
また、12 月 1１日の式典の際には、これらの事業の目録と感謝状の受け渡しを
とり行う予定となっております。
皆様のご協力の程よろしくお願い申し上げます。

ガラスハゼ
撮影は南部の海
海藻にひっついています。ライトを
向けると海藻の裏に隠れます。
でも、海藻からは離れません。
なぜかと言うと海藻から離れた瞬間
に他の魚に食べられるからです。

空を見上げれば・・・
海の底から水面を見上げて撮りまし
た。
根が山に 水面が空に
魚の群れが鳥の群れ
に見えないでしょうか？
水深１０ｍぐらいの根の上で撮影し
ました。
魚の群れはキミナゴかイワシだと思
います。

◎ 11 月 27 日（火）例会後

第 6 回 45 周年実行委員会が開催されました。

