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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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２０１２年～２０１３年度

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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平成 25 年 5 月 21 日
今週の卓話

No.2205

（５月２１日）

「今後の日本経済とアベノミクスのゆくえ」
池田 實

次週の予定
「

ゲスト
ビジター

縁 尋

ロータリーソング

」

「四つのテスト体操」「我等の生業」

ニコニコ箱

会員数 44 名 出席数 35 名 欠席者 2 名
特定免除 7 名 その他免除 名

後面に記載

出席率 94.59％
前々回 4 月 23 日分
ホームクラブの出席者 36 名

94.73％

メークアップの結果 38 名
欠席者 0 名

寝屋川ロータリークラブ 辻本 容治氏

（５月２８日）

先週の例会報告
◆ 出席報告（5 月 14 日分）

6名

米山奨学生 シュレスタ リエさん

会員

德山 泰之 会員

特定免除

H25.5.14(No.2204 の例会記録)

その他免除

0名

修正出席率 100.00％

会長の時間

藤本

和俊

会長

皆さんこんにちは。
本日はお客様としまして、寝屋川 RC の辻本様と、
本年から二年間受け入れ致しますネパール出身の米
山奨学生シュレスタ・リエさんがお越し下さいました。
彼女の小論文の中に、将来はネパールの大学の先生に
なり、良い教育・貧困の削減と国の発展に貢献したい。そしてネパールのロータリ
ークラブに入会し、日本とネパールの絆を強化して、両国の懸け橋になりたいとい
う素晴らしいビジョンをお持ちであります。是非とも頑張って頂きたいと思います。
そして皆様方も応援を宜しくお願いします。
さて、当クラブに於ける会合の最後締めの挨拶は、恒例により幹事が行う訳です
が、高島幹事が最後の締めの一本は、一本締めでなく一丁締めでありますので間違
いのないようにと話がありました。そこで調べてみると、手締めには次のような意
味があると書かれてあります。
手締めとは、日本の風習の一つで物事が無事に終わったことを祝って、その関係
者が掛け声とともにリズムを合わせて打つ手拍子であり、手打ちとも言います。祭
りや冠婚葬祭などの式典、商談や株主総会などの終わりに行われます。そして「そ
の手打ちによって締める」が語源であり、その主旨は、行事を取り仕切った者が、
無事に終了したことを協力者に感謝することであり、そのため来賓で呼ばれた場合
には、仮に音頭を取ることを依頼されても断ることが筋であります。
また手締めには地方により、そのリズムや回数、掛け声が異なります。大きく分
けて江戸締めと大阪締めとに分けられ、基本的な形態は江戸締めが全国的に広く行
われています。その江戸締めの「三本締め」では、まず最初に「イヨーオ」と掛け
声をかけます。それは「祝おう～」が転じたものとされています。そして拍数の「3
回・3 回・3 回・1 回」は 3 回の拍 3 回で九になり、もう一回手を打つと九に点が
打たれて「丸」になり、「その場を丸く収める」の意味になるとも言われています。
また、一本目は主催者に、二本目は来賓・来客に、三本目はこの行事そのものに対
する意味、またはその場に参加できなかった人に向けてという意味にも言われてい
ます。
「一本締め」は、三本だと長いから一本に省略した形であります。そして「一
丁締め」は仲間内の飲み会などで周りに迷惑をかけないように静かに指だけで「ヨ

ォー、パン」と締めるのに使われます。ですからあまりフォーマルの集まりでは使
わないほうがいいかもしれません。
後は「一つ目上がり」という締めは、指の本数を一本づつ増やしながら一本締め
を 5 回行うのもあります。
各地の手締めでは、大阪締めがあり、「打―ちましょ」パンパン「もひとつせ」
パンパン「祝うて三度」パパン
神社周辺）。パン

パン（天満・船場方面）パン

パン パン（生玉

パパン（平野郷）など地域によって少し違いがあります。そし

て最後に「おめでとうございますー」パチ

パチ

パチで締めます。

まだまだ各地、地域にはその異なる行事に応じてたくさんの締めがあるようです
が、私達もこの地元の大阪締めなどで締めていけば、大阪らしさが醸し出すかもし
れませんので、高島幹事にはひとつ宜しくお願いしたいと思います。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会

中野

秀一

委員長

・結婚記念日 自祝

池田

實

君

・結婚記念日 自祝

藤本

和俊

君

・早退お詫び

上田

陽造

君

・堀部先生家内の入院に際し色々ご配慮頂き有難うございました 角井

吉彦

君

・早退お詫び

橋本

正幸

君

・嫁と宝塚に行って来ました

佐藤

多加志君

・皆様のニコニコに感謝！

中野

秀一

君

・古内東子のライブに行って来ました

木村

克己

君

・新世代ワークショップ中野委員長お疲れ様でした！！

東村

正剛

君

委員会報告
◎米山奨学委員会

田川
米山奨学生

こんにちは、 私はシュレスタ

和見

シュレスタ

委員長

リエさん

リエです。

ネパールから来ました。先ほど紹介をいただきましたが今関西外国語大学で３回生
です。日本の好きなところはとても穏やかで静かなところです。日本社会がきれい
だから日本の皆様も心がきれいなのだなと思います。私は今この場所に立って皆様
に話しているのは、とても想像がつきません。今の私にここに立って見える皆様は
初めての方ばかりで名前もまだ覚えられずもうしわけありません。でも今日たくさ
んの名刺をいただいてだんだんと知っている方が増えていくのが楽しみです。皆様
とたくさんお話しできるのが楽しみです。こんなにたくさんの偉い方々と１日で知
り合えることは大学ではありえないことなのでとても驚きですが皆様一人一人と
ちゃんとお話しできるようになりたいです。私は今まさに人生のスタートラインに
立っているように感じています。
今日ここで出会う方一人一人によって、ここで聞く一つ一つの話によって私の人生
は変わっていきます。私は浅くて広い関係でなく、濃い関わり方がしたいです。人
と人の出会いはとても大切で、自分とはまったく背景も考え方も違う方と出会うこ
とで人生は良くも悪くも変わります。それは私たち外国人だけでなく人間みんなそ
うだと思います。大学に行っていると出会いはたくさん訪れます、みんな楽しいこ
と、ファッション、音楽、遊び、もちろん勉強のことも考えていると思います。現
実をみると残念ながら勉強を第一に考えている子はごくわずかです。だけど、今こ
こにいる大人の方、人生がどうなっているのか、社会がどんな仕組みになっている
のかわかっていらっしゃる皆様と出会うことでそんな大学の過ごし方じゃ駄目な
んだって気づけるのです。大学の勉強に取り組む意識や姿勢も変わってくると思い
ます。流されそうな自分を止められると思います。皆様と出会うことで文化、社会、

現代の問題、世界の問題を身近に感じ、自分の問題として考えられると思います。
皆様と出会うことで私の世界を見る目が肥え始めていると思いました。
私はこの機会を有効利用して、皆様からたくさんの知識を吸収したいと思います。
いつも椅子に座って話を聞いてメモを取る側なので、ここに立ち皆様が「何を話す
んだろう？」とまじまじと見られますと、何を話せばいいのかわからなくなってし
まいますし、とても緊張してしまって真っ白になりそうになります。ですがその緊
張よりも、わくわくしている気持が勝っているのは事実です。改めてここで言わせ
てください。私を引き受けてくださって感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこれ
から２年間ですが私はこのロータリー米山と長い付き合いができることを望んで
います。これからよろしくお願いします。

◎歩こう会

日

大西

寛治

会員

時：６月１６日（日）

集合場所： 奈良県庁駐車場

午前 8：00

世界遺産、奈良奥山を歩き自然を満喫しましょう！
多数のご参加を宜しくお願いいたします。

２０１３～２０１４年度
●第２回クラブ協議会のお知らせ●
第２回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。
次年度の理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申し上
げます。
日
時
２０１３年５月２１日（火） １８：００～
場
所
市民会館 ４階 第１会議室
＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。

先週の卓話
「

電気の話

」
東野

喜次

会員

ＢＰＳ大東のバイオマス発電への取組み
事業の概要：
大阪府の特徴として、都心部周辺及びその近郊に、
公園、都市近郊森林が存在し、整備の過程で相当量
の木質バイオマスが発生する点が挙げられます。ま
た大阪府内山間部の林地残材も利用可能であると共に、都市開発の土地整備事業等
で発生する伐採木、経済活動に伴い発生する解体材、流通パレット等も木質バイオ
マスとして利用可能です。
大阪都市部及びその近郊に相当量の木質バイオマス資源が存在するという特徴
を生かし、地産地消による電気供給を行う事を目的とします。
(株)ＢＰＳ大東はその木質バイオマス燃料を燃焼し、発生する蒸気を用いて年
間約４００００MWh（約 1 万世帯/年の使用量に相当）の発電を行い、その電気を
電力会社の送電系統を通じ電気事業者に売電を行うものです。
昨年の 7 月から始まった固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）は決められた価格で決
められた期間国が全量を買取る制度で原発依存を少なくし再生可能エネルギーか
らの電力を増やす１つの取組みです。当社㈱都市樹木再生センターはこの大阪でこ
の制度によるバイオマス発電を行おうとするものです。その仕組みは当社を例にし
て図式化すると下記の通りです。

この仕組みに必要な証明書を発行できる事業者認定を昨年１２月に取得しその
体制を整え、大阪大東でクリーンエネルギーを生み出すべく取り組んでいます。
この制度の解り難さはその買取価格が持込まれる材料により価格が変動するこ
とです。その買取価格は下記の通りです。

人工林から出る未利用材で発電し売電価格が３２円/ＫＷから建設廃材などを利用した
１３円/ＫＷまでの価格差があります。この大都市圏に位置する大東では森林未利
用材に依存することなく産業廃棄物の木くずも燃料とする都市型燃料比率が事業
の核となることを確信し発電までの取組みを開始しています。

これからの取組みの中で皆様方のご協力が大きな力になると思っております。

5 月のお花
今月５月のお誕生日花は、カーネションをメインに
さ つ き ばい

五月梅との組み合わせで生けさせて頂きました。
今週末（5/12（日）
）は、
“母の日”ということで
花屋にとっては、一大イベントを控えております。
母の日は、アメリカが発祥の地で少女が自分の母親
の命日を母の日と制定し、お花を贈るという運動を
起こしたのが始まりで、今では世界共通の行事とな
っております。
お誕生日おめでとうございます。

***誕生日花***
5 月 17 日生
江原会員
5 月 31 日生
堀部会員

ライラック
アリウム

若者の無邪気さ
優しいしぐさ

コンシボリガイ
貝の中に貝殻がある珍しい貝です。
レアもんで興奮しました。
撮影は南部沖合、ミサチジマ
水深 20m ぐらいのところです。

5 月 14 日（火）秀 於、２０１３～２０１４年度
理事役員懇親会が開催されました。

