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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 11 月 12 日
今週の卓話
「

No.2226

（11 月 12 日）

ガバナー公式訪問

ゲスト

」

第 2660 地区 ガバナー 福家

国際ロータリー会長
ロン・D・バートン

H25.10.29 (No.2225 の例会記録)
第 2660 地区 3 組

ガバナー補佐
亀井 信昭

今月のテーマ

宏 氏
「ロータリー財団月間」

次週の予定
「

（11 月 19 日）
夜間例会

松原

清一

ロータリーソング

」
社会奉仕委員長

先週の例会報告

ニコニコ箱

裏面に記載

◆ 出席報告（10 月 29 日分）
会員数 43 名 出席数 26 名 欠席者 9 名
特定免除 8 名 その他免除 0 名
出席率 74.29％
前々回 10 月 8 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
欠席者

4名
0名

36 名

92.31％

39 名
その他免除

「 我等の生業 」「 四つのテスト体操 」

0名

修正出席率 100.00％

氏

氏

名

福家

宏

(ふけ

ひろし)

生年月日

１９４３年１月１日

勤 務 先

医療法人

所 在 地

〒581-0831

福家医院
八尾市山本町北４－５－１３

【経 歴】
１９７２年

大阪市立大学医学部卒業

１９７２年

大阪市立大学医学部附属病院・大阪市立桃山市民病院他

１９８７年

福家医院開業 現在に至る

【職業分類】
小児科医
【ロータリー歴】
１９８５年

八尾東ロータリークラブ入会

１９９１年

八尾東ロータリークラブ退会（業務多忙のため）

１９９５年

八尾中央ロータリークラブ入会

１９９８～１９９９年度

クラブ幹事

２００７～２００８年度

クラブ会長

【第２６６０地区】
２０００～２００２年度

地区ポリオプラス委員

２００２～２００３年度

財団人道的補助金委員会委員

２００４～２００５年度

財団人道的補助金委員会委員

２００５～２００７年度

財団人道的補助金委員会委員長

２００８～２００９年度

地区ロータリー財団副委員長

２００９～２０１２年度

地区ロータリー財団委員長

２０１０～２０１２年度

財団ＦＶＰ委員会委員長

２０１１～２０１３年度

災害支援プロジェクト副委員長

【その他】
ロータリー財団 メジャードナー
ロータリー財団 ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

会長の時間

上田

正義

会長

皆さんこんにちは、例会出席ありがとうございます。
本日は、亀井ガバナー補佐が御臨席されております。
お忙しいところお出でいただきまして誠にありがとう
ございます。例会終了後、クラブ協議会にも御臨席い
ただきますので、会員のご出席よろしくお願いします。
先般、台風の影響で伊豆大島に大量の雨が降り、三原
山より大量の土砂が地滑りを起こし、多くの死者・行方不明が発生しました。現在
もなお自衛隊・地元消防団レスキュウ隊等で懸命に行方不明者の捜索が行われてお
ります。被害者の片にお悔やみを申しあげます。１日も早い復旧をお祈り申し上げ
ます。
「中庸」と言う名著があります。孔子の孫で「子思」
（しし）が著者です。その中に
「道を修むる之を教と請うなり」と言う言葉があります。
道を修めていくことは容易ではなく、独力では一生求めてもなかなか到達できない
かもしれません。ゆえに迷うことなくその目的に達するための手引き、教えがある
のです。先に山を登った人が、後から来る人のために自分が通ったところの枝を折
って目印に置いておくことを「枝折」といいます。有難いことに世の中には、生き
ながらルールを見出し、人間完成の域に迫った人たちいます。そうした先人達が「こ
の道を通れば大きな間違いはないぞ」と残してくれた道標が教えなのです。教えを
学ぶことによって道を知り、その道に沿って行くことで人間として完成に近づいて
いくのです。先人の英知の結果であるロータリーの教えに学び、自分の道を自覚し、
この限りある人生において少しでもロータリーアンとして人間完成に近づいて行こ
うではありませんか。
我が大東ロータリークラブにも、素晴らしい先輩諸兄がおられます。又、ＲＩ／地
区にも立派な先人がおられます。時代の流れがロータリーにも目まぐるしく迫り、
変化の時期がきております。そんな時こそ先人の教え・知恵に学びこの素晴らしい
大東ロータリークラブを未来につなげる様に、みんなで一緒に学んでいこうではな
いでしょうか。
会長の時間をおわります。ありがとうございました。

委員会報告
◎ニコニコ箱

東野

・ 結婚記念日

自祝

喜次

委員長

松原

清一

君

・例会出席ありがとうございます

感謝

上田

正義

君

・例会出席ありがとうございます

感謝

小川

芳男

君

樋口

秀和

君

岡本

日出士君

佐藤

多加志君

・めっちゃええ感じのジャズバーに行って来ました

木村

克己

君

・佐藤さん、木村さん、杉原さん

中野

秀一

君

東野

喜次

君

・亀井信昭ガバナー補佐クラブ訪問
・海外旅行

（税務研修）

感謝

家族会写真いろいろありがとう

・ 木村会員の時間に合わせてつきあっていたら
結果、中野会員をホッタラかしにしてしました

・ニコニコに感謝

反省！！

ありがとうございました

卓和準備に感謝

◎国際奉仕委員会

橋本

正幸

委員長

11 月 29 日（金）台湾において国際奉仕プロジェクト（旧 WCS）の授与式と式典
が開催されます。参加される会員の皆様には出欠表にご記入ください。
詳細につきましては、人数が決まりしだいお知らせ致します。

＜平成 25 年度

大東市小中学生弁論大会のご案内＞

日

時：11 月 15 日（金）

午後 2 時～4 時 40 分

会

場：サーティホール（大ホール）

内

容：テーマ「心をことばに

～伝えたい気持ち～」

小学 6 年生・中学生 10 名による弁論
小学 5 年生 12 名による 1 分間スピーチ
※多数のご参加よろしくお願い致します。

２０１３～２０１４年度

●第４回クラブ協議会開催●
１０月２９日（火）例会後、亀井ガバナー補佐をお迎えして第４回クラブ協議会が開
催されました。
上田会長の本年度運営方針発表の後、本年度５大奉仕委員長による活動計画の発表、
その後亀井ガバナー補佐を囲んでの質疑応答、ガバナー補佐の所感を頂き小川幹事の
閉会のことばにて無事閉会しました。
次回は２０１４年 1 月２１（火）例会後を予定しております。

先週の卓話

「大阪府森林」

東野

喜次

会員

本日は『おおさかの森林再生に向けて』について少
し詳しく取り上げてみたいと思います。弊社は大阪
府から『林業事業体』の認可を受け森林事業に企業
として取り組んでいます。
その観点から林業（人工林）放置林（特に自然林）
の事から、森林再生に向けて考えてみます。
先ず大阪は本当に山（図-1）に近いけれど森林面積は（図-2）です。又森林には多

かん

様な機能があり、
（地球環境保全機能、生物多様性保全機能、水源涵養機能、土砂
災害防止/土壌保全機能、物質生産機能、快適環境形成機能、文化機能、保健・レ
クリエーション機能）大阪府内の森林による多面的機能の価値は 1 年間で約 1,600
億円とも言われています。緑豊かな森林を維持するためには、適切な維持管理が必
要であり放置すると（図-4, 5,）になり、現状はこのような状態に成っています。
このような状態に成っていくことには当然それなりの理由があります。

図-4

図-5

当然森と人とのかかわり方は希薄になり、経済上からも、木材価格が下がり続け、
担い手も後継者不足から高齢化の一途をたどり（図— 6）このように右肩下がりで
推移しています。

図-7

図-6

反対に大阪では殆どの人工林が正に収穫期を迎え（図-7）貯木量も過去最大になっ
ていると云えます。
ここで新たな取り組みも含め森林活用について少し考えてみたいと思います。森林
の持つ効果（図-8,9）再生可能エネルギー電力の『固定買取り制度』など新しい施
策により木質バイオマスの需要も（図-10）高まっています。

図-8

図-9

図-10

又（木の駅プロジェクト）（図-11）おおさか材認証制度（図-12）など様々な施策
が取られその需要と共に木材による効果も見直しされつつあります。（図-,13,14）
木材利用による効果を評価する制度や（図-15）、木材利用ポイント制度（新築、り
ホームなど木材利用での還元制度）も始まっています。
このように大阪府でも『おおさかの森林再生』にむけ様々な取り組みがなされています。

図-11

図-12

図-13

図-14

図-15

弊社では森林事業に係りながら、森林再生、豊
かな自然林の整備などのため、『バイオマス発
電所』（図-16）も視野に入れ、様々な事業展開
を模索しており、関係各方面の御協力、御協働
を受けながら是非この『おおさかの森林再生に
向けて』を実現したいと思っています。
本日は誠に御清聴ありがとうございました。
図-16

●シクラメンとは●

シクラメンは年末に贈答用として、また鑑賞用鉢花と
してたくさんでまわる球根性の植物です。大輪で大鉢
に仕立てられた立派なものから小輪でミニタイプのも
のまで大きさは様々あります。花の色は赤、紫、ピン
ク、白などがあり単色だけでなく２色咲きのものもあ
ります。花びらの形もフチが細かく波打ちフリル状に
なる見た目、豪華なものなどもあります。
(別 名) 「篝火花」
、
「豚の饅頭」
(性 質) 非耐寒性｜耐寒性
球根植物
(花言葉) 「清純、思慮深い、内気、はにかみ」
【シクラメン栽培のワンポイント】
◇ 花が枯れてきたら付け根から取り除きます。
◇ 暖房の効いた部屋では花や葉の茎が伸びて倒れます。
◇ 夏越しの方法によって管理法が少し異なります。
・花がらをそのままにしておくと新しい花が咲いてこ
ないので花がら摘みはこまめに行う 。
・初夏に完全に葉が枯れて休眠に入った株は日光の当
たらない風通しの場所で９月に植え替えるまで一切水
を与えません。休眠にはいらなかった株は半日陰の涼
しい場所で水やりは通常通り行い、夏越しさせます。

