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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
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先週の例会報告

「新世代のための月間」
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「奉仕の理想」「 四つのテスト体操 」
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「 私にとって貴重な記録 」
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皆さん今日は、例会出席ありがとうございます。
８月３１日、橋本国際奉仕世界社会奉仕委員長と木村
ロータリー財団委員長と私で、地区ロータリー財団セ
ミナーに行ってまいりました。セミナーでは地区財団
の状況・新補助金制度・ＤＤＦ・ＦＶＰについてのセ
ミナーでした。
９月１日大東公園で開催されました、第３４回大東ロータリー旗争奪少年野球に田
川新世代奉仕委員長をはじめ多くのメンバー皆様が、日曜日にもかかわらず朝早く
から開会式に参加していただきまして誠にありがとうございました。感謝もうしあ
げます。前日からの雨が心配されましたが、開会式の時は雨があがり無事に終わる
事ができました。
なん十年ぶりかにでボールを投げる事になり、ベースまで届くか又まっすぐに投げら
れるか心配しておりましたが、見事にワンバンドして、ベースよりあさっての方向に
ボールが転々と転がる始球式でした。本番に弱い事を改めて思い知らされました。
決勝戦と表彰式が、後日ありますので、多数のご参加よろしくお願いします。
毎年９月１日は「防災の日」です。関東大震災から９０年目となる今年は、防災に
対して改めて考える機会の年でもあります。
本日は、皆様方すでにご存じの二宮尊徳（金次郎）の教えで有名な「たらいの水の話」
をお話ししたいと思います。たらいの中の水は、水を自分のほうに引き寄せるとする
と向こうへ逃げてしまうけれども、相手にあげようと押しやれば自分のほうに戻って
きます。何事もまず先に人に譲らなければいけません。と教えておられます。この話
の内容は、人間は皆空っぽのたらいのような状態で生まれてくる、つまり最初は財産
も能力の何も持たずに生まれてくるというのが前提にあるのです。そしてたらいに自
然や沢山の人たちが水を満たしてくれる。その水のありがたさに気づいた人だけが他
人にもあげたくなり、誰かに幸せになってほしいと感じて水を相手のほうに押しやろ
うと自然に思われます。そして幸せというのは、自分はもう要りませんと他人に譲っ
ても、また戻ってきます、絶対に自分から離れないものだけれども、その水が自分の
ものだと考え、水を満たしてもらうことを当たり前と錯覚して、足りない・足りない、
もっともっとかき集めようとすると、幸せが逃げていくと言うたとえ話です。人とし
て如何に自然に社会貢献ができるかと考えさせられる話しです。ロータリーの「超我
の奉仕」にも「４つのテスト」にも通じるかと思います。
最後に、論語から

「君子は義に喩り、小人は利に喩る」

これで会長の時間終わります。ありがとうございました。

理事会報告

小川 芳男 幹事

決議事項
(1)秋の家族会について 前回報告 変更無 10/1～2

・・・・承認

(2)市民まつりに於いての
薬物乱用防止キャンペーンについて AM9：45 集合 開始 10：00
盆踊りの警備について 週報に掲載済み

・・・・承認

(3)クールビズ終了期について
９月 30 日までクールビズ 10 月よりネクタイ、上着着用
会長より服装について言及して頂く

・・・・承認

(4)樋口会員出席免除願いについて
８月付にて
(5)新入会員について

・・・・承認
・・・・承認

(6)その他
秋の交通安全について
9/20 住道駅前 7：30 集合 7：45～8：15

・・・・承認

９月 3 日（火）場所、秀於 新世代奉仕委員会の情報集会が開催されました。

委員会報告
◎ニコニコ箱

東野

喜次

委員長

・誕生日 自祝

谷中 清孝 君

・誕生日 自祝

大東

・誕生日 自祝

中

・誕生日 自祝

東村 正剛 君

弘 君
恒夫 君

・例会出席ありがとうございます
少年野球開会式出席ありがとうございます

上田 正義 君

・9/1 野球開会式たくさんのメンバーの参加ありがとうございました
本日 FVP 特別委員会、情報集会参加よろしくお願いします

小川 芳男 君

・森岡会員サンキュー 感謝

大西 寛治 君

・野球大会開会式 欠席お詫び

中原

・海外旅行無事帰国しました

藤本 和俊 君

・野球大会お疲れ様でした

髙島

登 君

・還暦 感謝

大東

弘 君

・野球大会出席 ありがとうございました

田川 和見 君

・少年野球大会開会式参加して来ました

佐藤 多加志君

・財団セミナー参加して来ました

木村 克己 君

・ニコニコがんばれ！

中野 秀一 君

・野球大会お疲れ様でした 遅刻失礼しました

森岡 信晶 君

・野球大会に続いて情報集会欠席です 田川委員長にお詫び！

東野 喜次 君

・娘が無事カナダ留学を終えて帰国しました 自祝

德山 泰之 君

毅 君

◎雑誌委員会

福富

經昌

委員長

【横組みページ】
☆ＲＩ会長メッセージ「ロータリーの新しいウェブサイト」
：この
ウェブサイトは、大きく二つに分けられます。一つはロータリー
会員用、もう一つはロータリーのことを知りたいと興味を持って
下さる方々に向けたものです。全てのロータリアンにぜひ使って
頂きたいのは、各クラブが目標を設定したり、進捗状況を記録し
たり、ある運営方法から次の運営方法に移行する時の持続性を維
持するために効率的で効果的な方法として役立つ｢ロータリークラブ・セントラル｣
です。
☆8 月は新世代のための月間：「未来の扉を開く」です。新世代を見守るでは地域
社会および海外での各ロータリークラブの若い人たちへの活動支援報告。大阪
RAC OG 松山奈央さんの’ローターアクト卒業にあたって`が掲載されています。
☆Regeneration:再生…ロータリーの新たな出発、皆さんのクラブや地区で、次世
代の若い職業人やボランティアが入会する余地を作って頂けますか。今日の若いリ
ーダーを未来のロータリアンにするために、どのようなことが役に立つのか、ロー
ターアクターや若いロータリアンの意見を掲載。
☆リスボン国際大会を振り返って：参加したロータリアンの参加報告。
☆心は共に：東日本大震災に対する各ロータリークラブの活動報告。
☆ロータリーを再発見：奉仕と友情の輪を広げよう。ロータリーの経験はクラブか
ら始まります。クラブに積極的に参加して、リーダーシップと知識をはぐくみ、シ
ョウガにわたる友情を見つけませんか。社会のために役立ちたいと願う人達が詰ま
るロータリーには、豊かな地域社会を作り、世界に変化をもたらすためのリソース
や機会が豊富にあります。
☆ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識：寄付金・財政編
【縦組みページ】
『スピーチ』は、2630 地区・松阪・東紀州グループ IM 記念講
演要旨(2012 年 9 月 23 日)：伊賀の里モクモク手づくりファーム代
表取締役・吉田修氏の「変革の時代をどう生きるか---消費者に守
られ感動を共有する経営を求めて」です。このファームの原点は
「おいしさと安心の両立」そして「環境に優しい」モノづくりで

す。現在、全国に 4 万 5000 世帯の会員がいて、従業員 800 人、年間売り上げ 52
億円、農業を主体とする組織としては 5 番目に成長しましたと述べています。
『友愛の広場』では、豊中 RC の「留学生と触れ合う楽しみ」
、高槻西 RC の「奉
仕の喜び、そして感動を!」が掲載されています。
『卓話の泉』では、睡眠時無呼吸症候群についての解説。
『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。高槻東 RC、大阪 RC、大阪そねざき RC の東北支援活動の報告
など。

◎社会奉仕委員会

松原

清一

委員長

社会奉仕委員会の事業として以下の通り開催いたします。会員の皆様におかれまし
ては、多数のご参加よろしくお願いいたします。
●薬物防止キャンペーン
市民祭り会場において薬物防止キャンペーンを行います。
集合時間

午前 9：45 分

集合場所

会場北東の保健所のバス付近

●盆踊りの警備
市民による盆踊り大会の警備を行います。
参加者の確認と運営の説明を行います。
その後、メインステージの客席のパイプ椅子を移動する等の設営のお手伝い
をします。
集合時間

午後 17 時 10 分（盆踊りが完了次第解散します。）

集合場所

会場のメインステージ付近

◎新世代奉仕委員会

田川

和見

委員長

９月１日（日）午前 9 時より第３４回大東ロータリー旗争奪少年野球大会開会式
が行われました。多数の会員の皆様にご参加いただきありがとうございました。
尚、９月１６日（月・祝）午後２時 30 分より決勝戦が行われ、その後閉会式（表
彰式）が行われますので皆様のご参加よろしくお願い致します。

先週の卓話
「

東日本大震災における学校の危機管理

担当

新世代奉仕

」

田川

大東市教育委員会

和見

教育長

亀岡

大東市教育委員会

教育長

亀岡

治義

委員長

治義

氏

氏にお越し頂き、「東日本大震災におけ

る学校の危機管理」についてお話しして頂きました。
先日仙台の学校に行き、まだまだ震災の復興が遅れています。
小学校でも海から 4km のところまで 8m 以上の津波がきており、多くの小学生が
亡くなりました。
今後子供の心のケアを中心に少しでも早く復興することを願う所です。

9 月のお花
今月の誕生日花は、お盆も過ぎ８月の後半に入ると、
市場の方も一気に秋の花々で色彩られて参ります。
本日は秋の花、ケイトウをメインに風船唐綿、雪柳、
弁慶草でアレンジ致しました。
ケイトウは、ニワトリのトサカに似ていることから、
「鶏頭」と書かれ、近年は品種改良により多種・多色
のケイトウが出廻っております。
生け込みでも人気の高い花材でもあります。
風船唐綿 花言葉 隠された能力
ケイトウ 花言葉 おしゃれ、気取り
お誕生日おめでとうございます。

