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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？

大東ロータリー会長テーマ
「今を生きる、そして未来につなげる」

ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を

２０１３年～２０１４年度
国際ロータリーのテーマ

平成 25 年 7 月 9 日
今週の卓話

No.2212

国際ロータリー会長
ロン・D・バートン

H25.7.2(No.2211 の例会記録)

（7 月 9 日）
ゲスト

「新年度の方針発表」

大阪西 RC

小川

哲男

奉仕委員長・会計・ＳＡＡ・委員長
ロータリーソング

次週の予定

（7 月 16 日）
「君が代」「奉仕の理想」
「四つのテスト体操」

「新年度の方針発表」
各委員長

先週の例会報告

後面に記載

◆ 出席報告（7 月 2 日分）
会員数

42 名

特定免除
出席率

出席数

2名

37 名

その他免除

欠席者

3名

0名

94.87％

前々回 6 月 18 日分
ホームクラブの出席者
メークアップの結果
特定免除

7名

欠席者 0 名

35 名

95.00％

37 名
その他免除

ニコニコ箱

0名

修正出席率 100.00％

氏

上田

会長の時間

正義

会長

皆さん今日は、これからの１年間宜しくお願い申
し上げます。
副会長から会長エレクトと目まぐるしく変化があ
り心の準備が追いつかない昨今でしたが、ＰＥＴ会長
予定者研修会・地区協議会・理事役員懇談会・理事役
員委員長協議会・新旧理事会等勉強させていただき、
とうとうこの日が巡ってまいりました。平成８年に入会させていただき今年で 18 年
目に入ります。今まで色々な委員長・役員・幹事を仰せつかり勉強させていただき
ました結果を、歴代４５人の先輩会長に恥じない様に、悔いが残らない様にこの１
年を大東ロータリークラブ又会員諸兄の為に、尽力を尽くす所存であります。
時折あらぬ方向に脱線するかもしれませんが、ロータリースプリットを受け継ぐ
指針は皆様方と同じであることには変わりません。私は自分で言うのも何ですが、
私の性格は単純明快・単刀直入・頑固な面もあるのですが、すぐに人の意見に流さ
れて優柔不断になり悩み、要領が悪く、思い込みが激しく、口数は多いが言葉が足
らんとよく言われ、短気で、小さな事が気になり、小心者で、周りの人たちのお蔭
で何となく今まで生きてきた人間です。しかし唯一つ言えるのは、どんな仕事をす
るのも苦になりません。仕事が好きです。特に目標・ノルマを与えられると早くゴ
ールしたく、時間惜しみなく働けます。
こんな、男が１年間ロータリークラブの会長を務めますので、周りの皆様方は大
変だと思いますが、大東ロータリークラブの恥にならないように、どんな些細な事
でも結構ですので、注意・勧告・ご意見を２４時間随時お受けしますので、ご指導・
ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
最後になりますが、藤本会長・高島幹事ご苦労様でした。
１年間宜しくお願いします。

大川会員より力強いお言葉を頂き

2012-13 年度 藤本会長、髙島幹事への記念品と花束贈呈

「乾杯」

「お疲れ様でした」

小川

幹事報告
＜理事会

芳男

幹事

議事録＞

決議事項
① 新世代奉仕委員会の剣道大会について

・・・・承認

② インターアクト海外研修について

・・・・承認

③ 中嶋会員所属委員会の件（職業奉仕委員になって頂く）

・・・・承認

④ 谷中清孝会員出席免除願いの件

・・・・承認

委員会報告
◎広報委員会委員会

空門

満也

委員長

新年度を迎え大東ロータリークラブのホームページを一新いたしました。
大きく変わった点はホームページにスケージュールをわかりやすく配置した点
とフェイスブックにリンクさせている点です。
フェイスブックのアカウントをお持ちの方はいいね！ボタンを押していただけ
れば情報が随時アップされます。
ぜひホームページを一見頂き、お気づきの点ございましたら広報委員会までお教
え頂ければ幸いです。

◎ゴルフ同好会

大矢

克巳

キャプテン

この度、大東ローターリークラブゴルフ委員長をさせて頂きます大矢です。
近年開催されるコンペの会場は、名門コースでの開催が多く参加人数も日々多く
なっています。
今年度も、良いと言われるコースをピックアップしてご案内させて頂きたいので
すが、私自身引き出しが少ないので、アドバイスを頂ければ有難いです。
期間中には、女子プロゴルファーと一緒にコンペも検討しています。
１人でも多くの登録をお待ちしていますので、宜しくお願いします。

◎グルメ同好会

前年度

橋本

正幸

キャプテン

6 月 25 日（火）例会後、京都貴船の川床料理に行きおいしい料理をいただき、
楽しい時間を過ごしてきました。多数のご参加を頂き、ありがとうございました。
本年度は田川会員がキャプテンとなります。よろしくお願いします。

◎ニコニコ箱委員会

東野

喜次

委員長

・誕生日 自祝
髙島
登 君
・誕生日 自祝
佐藤 多加志君
・入会記念日 自祝 （6 月）
清水
修 君
・理事役員無事終了 ありがとうございました
中嶋 啓文 君
・委員長無事終了
池田
實 君
・委員長無事終了
田中 祥介 君
・委員長無事終了
加藤 敏明 君
・今年 1 年よろしくお願いします 感謝
上田 正義 君
・年度初めの第１回理事会無事終了しました
１年間よろしくお願いいたします 感謝
小川 芳男 君
・上田正義さんは、大東 JC 以来の古くからの友人です
上田新会長１年間がんばってください
大阪西 RC
小川 哲男 氏
・上田会長、小川幹事１年間がんばって下さい
藤本 和俊 君
・グルメの会お疲れ様でした 今年１年宜しくお願いします
髙島
登 君
・やられました！
大矢 克巳 君
・橋本委員長ありがとうございました
木村 克己 君
・一年間よろしくお願いします
中野 秀一 君
・メークアップ無 お詫び
昨年度第１回と最後の例会欠席しました 申し訳ございません 中嶋 啓文 君
・中嶋さん写真ありがとうございました 感謝
・大川先生シンギングのフロッピーディスクの複製ありがとうございました
これで一年間安心です 感謝
間
紀夫 君
・貴船！グルメ橋本委員長、添乗大矢会員 ありがとうございました
・ニコニコ １年間宜しくお願いします
東野 喜次 君
・グルメの会ありがとうございました 貴船の夜に感謝
德山 泰之 君
夏の盛りに再訪したいものです 感謝
・グルメの会 貴船の川床感動しました
橋本さんありがとうございました 感謝
森岡 信晶 君

７月のお花
７月の誕生日花は新年度を迎えることもあ
り、豪華で気品ある百合の王様カサブラン
カでアレンジさせて頂きました。お誕生日
を迎えられた髙島会員、佐藤会員また当ク
ラブも一つ歳を重ねることになります。
この百合の花言葉は「純潔」「栄華」とあり
ます。
是非、純白の思いを抱いて一年をスタート
◎雑誌委員会
して当クラブも含め華のある一年にして頂
ければと思います。
お誕生日おめでとうございます。

福富

經昌

委員長

◎雑誌委員会

福富

經昌

委員長

【横組みページ】
☆『ロータリーの友』の電子版が発行されます。本年 10 月号から「ロータリージ
ャパン」(www.rotary.or.jp)を通して電子版を読めます。
☆ＲＩ会長メッセージ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」：2013-14 年
度では、私たちみんなの潜在能力を引き出しましょう。これは自分次第です。ロー
タリーの奉仕を実践することで、参加することで、やる気を持ち続けることで、そ
してロータリーの中に見いだせれる贈り物を日々思いだすことで、可能となるので
す。私たちは共に「ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を」実践します。

☆国際ロータリー新会長：Ron D. Burton 氏の紹介。Straight Shooter
（一徹な人）。
自分が固く信じていることなら、自分の主張を貫くために、私は徹底的に議論を尽
くします。ある種のエゴかもしれませんが、個人的興味や自分の経済的利益だけを
追求している人には“四つのテスト”を当てはめてみなさい、とだけ忠告します。
と述べています。
☆今年度 RI のテーマ「ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を」の解説

☆ガバナーの横顔：国内全地区ガバナーの紹介
☆「ロータリー世界平和フォーラム広島」“平和はあなたから始まる“の記録
【縦組みページ】
「スピーチ」は、2560 地区・地区大会記念講演要旨(2012 年 11 月 18 日)：東京都
市大学教授・造園家の涌井雅之氏の“考えよう・育もう！自然と命”(resilience:
再生力、復元力、回復力」で‘今、環境問題に関して、発展途上国と先進国の対立
あり、発展途上国が開発なのか保護なのか、この二つの間でさんざん悩んでいると
きに、日本が第 3 の道を示したのです。すなわち、自然は人が上手に手を加えてい
けば、自分たちにも果実が残り、未来にも果実を残すことができるのだということ
です。’防災より減災・克災に注目すべきであると述べている。
「卓話の泉」では大阪淀川ＲＣの林

志織氏の‘羽毛布団’が掲載されています。

「友愛の広場」では大阪船場ＲＣの渡辺忠之氏“IM と絆”が掲載されています。
Rotary At Work では全国各ＲＣのユニークな特徴ある興味深い活動状況が掲載さ
れています。

先週の卓話
「
●会

新年度の方針発表
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本年度ＲＩ会長ロン・Ｄ・バートン氏のテーマ
は 「 ENGAGE
CHANGE

OTARY ・ ロ ー タ リ ー を 実 践 し

LIVES・みんなに豊かな人生を」です。

ＲＩ会長ロン・Ｄ・バートン氏は、方針の中で
この様に述べられておられます。
私たちは皆、世界をより良くする活動に自ら参
加するために、ロータリーに入会しました。人生におけるあらゆる物事と同じよ
うに、ロータリーの奉仕では、努力すればするほど、多く得ることができます。
形だけの努力だけなら、大した成果は上がりませんし、本当の満足感は得られな
いでしょう。しかしロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と価値観を日々
活かす決意をすれば、自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことができるかが
見えてくるでしょう。そうして初めて、人々の人生を真に豊かにしようというイ
ンスピレーション、やる気、パワーが沸くのです。そして何よりも、あなた自身
の人生が一番豊かになるはずです。そして重点目標として、人道的奉仕の重点と
増加、クラブのサポートと強化、公共イメージと認可知名度の向上を揚げられて
おられます。
そして、第 2660 地区

ふ

け

福家

テーマとして（Participate

ひろし

宏

参加し、敢行しよう）と揚げられておられます。

具体的には、１会員の維持・増強
制度４東日本震災復興支援

ガバナーは、ＲＩ会長方針の元に地区方針の

２ポリオ撲滅

５広報活動

３FVP：未来の夢

新補助金

これら５項目を第２６６０地区会員

全員で参加し敢行目標に揚げられました。当、大東ロータリークラブもこの方針
の元にロータリーを実践、参加し、敢行を目標に、一致団結に望む所存です。
大東ロータリークラブの本年度のテーマは「今を生きる、そして未来につなげる」
としました。「今を生きる」と云う事は、私たちロータリアンは、ロータリー創
設からの偉大なる歴史の中、現在「今」ロータリアンの一員として活動しており
ます。もしポールハリスがロータリーを創設しなければ、今、私はロータリーの
バッジを襟に着けられなかつたでしょう。偉大なる人々が、努力・試行錯誤され
て今日の輝かしいロータリークラブがあるのです。そしてまさに「今」があるの
です。我々ロータリアンは「今」何をすべきか、「そして未来につなげる」か、
我々にはつなげなければならない責任があるのです。

四書五経の一つに数えられる ｛易興｝（えききょう）の中に、｛乾は、元いに亨
りて貞きに利ろし｝（けんは、おおいにとおりて、ただしきによろしい）という
言葉があります。
「乾」（けん）は、明るく活動的な姿。
「元いに亨りて」（おおいにとりて）は思
ったことが、遂げられていくこと。つまり明るく活動的な人物は何事にも通じ、
思いを遂げられるという意味です。ただしそのためには「貞きに利ろし」
（ただ
しきによろし）正しい行為を積み重ねていくことが、大事だと説かれています。
乾は健康の健にも通じ、素質のいい、将来性のある人物の例です。そういう立派
なロータリアンとなるためにも、正しい行為を怠ることなく積み重ねていくこと
が大切であると思います。
私は、ロータリークラブに入会より、いつも「４つのテスト」の元に生活を送っ
ています。これからの人生の指針となる「４つ」と思っております。本年度は特
にこの言葉の通り会長職を全うしていきたいと思います。①真実かどうか
んなに公平か

③好意と友情を深めるか

②み

④みんなのためになるかどうか

「今を生きる、そして未来につなげる」１年にしていきたいと考えます。
さらに、先輩諸兄が築き上げられました大東ＲＣ４6 年の歴史と伝統に敬意を抱
き、さらなる発展の為、会員増強・魅力のある楽しいクラブ・会員相互の親睦・
友情を深めるクラブを目指して参りたいと思います。
又、東北震災復興支援でご縁になりました、塩釜東ロータリークラブとの友好関
係の維持も継続したく思います。まだまだ災害復興はこれからですので何等かの
支援を会員全体で考えたいとおもいます。
さらに、大東ロータリークラブの姉妹クラブであります、台北・雙溪ロータリー
クラブとの、親交もさらなる発展に努めたく考えております。
最後になりますが、先日ＰＥＴＳ研修セミナーで、研修リーダーの井上パスト・
ガバナーのお言葉の中に、ロータリーでは、会長と付くのはＲⅠの会長とクラブ
の会長だけです。しかし会長には命令権がありませんとお話され、なるほど今ま
での歴代会長の運営はまさにその通りではないかと、初めて気がつきました。是
こそロータリーだと思いました。その中でいかにクラブ運営を躍動的にすすめる
か、リーダーシップを発揮するか、まさに会員皆様の熱意と友情とご理解とご協
力の下になりたっている事と改めて思いしらされました。皆様方のご指導ご鞭撻
がなければ、務まるものではありません。
今後、精神誠意務めますので何卒宜しくお願いいたします。

感

謝

●幹

事

小川

芳男

会員

本年度上田会長の（今を生きる、そして未来につな
げる）をテーマにした 2013-14 年度会長基本方針に
書かれているように、私たちは、
（四つのテスト）と
いう基本指針を持っています。この指針をさらに深
く理解し会長基本方針の文言をしっかり噛み砕き理
解し幹事として、会員皆様のご理解とご協力のもと
ご指導ご鞭撻を頂きクラブにとって有意義な一年にしたいと思います。
●クラブ奉仕委員会

髙島

登

委員長

髙島

登

委員長

クラブ奉仕委員会は、本クラブの機能を充実させる
ために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるも
のである。本年度会長のテーマ「今を生きる、そし
て未来につなげる」の下、大東ロータリークラブの
伝統を守り、より良いクラブ運営を行なってまいり
ますので、会員皆様のご指導、ご鞭撻のほど宜しく
お願い致します。
●ロータリー情報委員会

ロータリー情報委員会においては、本年度のクラブの方針として２名の会員増を
目標としております。会員候補者に情報を提供し多くの入会者を迎え、退会者を
無くすようにより良い情報を提供して行きますので、皆様のご協力を宜しくお願
い致します。

