
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 25 日）

次週の予定  （3 月 4 日）

ロータリーソング 

「 手に手つないで 」「 四つのテスト体操 」 

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 

国際ロータリー会長 

ロン・D・バートン 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会 長 上田 正義 
■幹 事 小川 芳男 
■会報委員長 杉原 巨峰 

◆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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ニコニコ箱 

平成 26 年 2 月 25 日   No.2238 H26.2.18 (No.2237 の例会記録) 

先週の例会報告 

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」

◆ 出席報告（2月 18 日分） 

会員数 42名 出席数 35名 欠席者 3名

特定免除 4 名 その他免除 0名 

出席率 92.11％ 

 

前々回 1月 28日分 

ホームクラブの出席者 36名  94.74％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  4名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

今月のテーマ 

「世界理解推進月間」 

「 生きがい・働きがいをデザインする人が 
           世の中を元気にする 」 
ゲストスピーカー   SCOPO㈱ 早崎 広司  氏

担当 杉原 巨峰 会員

    裏面に記載 

「 今年の阪神タイガースについて 」  

ゲストスピーカー 藤田 平 氏

担当 西條 義昭 会員

ゲスト   米山奨学生 シュレスタ リエさん
 

大東中央 RC   会長 田中 正美 氏 
春のライラ実行委員長 西垣 文雄 氏 



 

皆さんこんにちは、例会出席ありがとうございます。 

前回の例会東京出張の為、欠席いたしまして失礼しま

した。 

本日、大東中央ロータリークラブより田中正美会長・

西垣文雄ライラ実行委員長が２０１３－２０１４年

度「春のライラ」PR に来られました。５月４日～６日

まで開催されます。当クラブの子クラブでもありますので、一人でも多くの会員諸

兄のご理解の上ご協力お願い申し上げます。又、今週（土曜日）２２日国際ロータリ

ー第２６６０地区２０１３－２０１４年度地区大会が大阪国際会議場で１４時より

開催されます。全員登録ですのでご参加よろしくお願いします。特別講演ではジャ

ーナリストで有名な櫻井よしこ氏の「日本の進路と誇りある国づくり」の講演もあ

りますので、是非ともみんなで聞きに行きたいと思いますので、よろしくお願い申

し上げます。 

橋本国際奉仕・世界社会奉仕・FVP 委員会委員長、木村ロータリー財団・FVP 委

員の両会員によるネパール・カトマンズ視察ご苦労様でした。これからの FVP に

非常に参考になるかと思います。ありがとうございました。 

さて、先週よりロシアのソチで開催されております、オリンピックのテレビ中継を毎

晩観戦して寝不足になっていますが、日本選手の画面になりますと眠たいのも忘れつ

い応援に熱がはいります。特にスノーボード男子ハーフパイプ平野選手・平岡選手の

素晴らしい技には感激しました。その他男子フィギュアスケート個人戦の羽生結弦選

手の完璧な演技での史上最高得点１００点越えでの優勝、そして初めての金メダル獲

得でした。ノルデック複合ノーマルヒルでは銀メダルに輝いた渡部選手の計算通りの

試合運びにはベテランの経験に感心しました。残念ながら最優勝候補で日本中から期

待された女子スキージャンプの高梨沙羅選手・女子ボーグルの上村愛子選手はあと少

しでメダルは取れませんでしたが、感動をいただきました。ご苦労様でした。メダル

獲得は全出場選手の目標ですが、惜しくもメダル獲得ならずとも、この世界最高のス

ポーツ祭典に各国の代表として参加されている全選手、ここまでにくる過酷な練習を

こなし、プレッシャーと戦い、廻りの人々に支えられ、あらゆるものを犠牲に夢を追

いかけ私たちに感動を与えていただいた全参加選手に心よりお礼の拍手を送ります。

まだまだ半ばですので今後の日本選手の活躍を応援したいと思います。 

１３日から１５日にかけて大雪が日本列島を縦断し、交通網の乱れ・交通事故の多

 上田 正義 会長会長の時間 



発・スリップ事故による怪我・死亡事故が連日テレビで放送されました。甲府市で

は１２０年ぶりの記録の降雪が報道され又、世界中でも異常気象が報告されており

ます。地球温暖化の影響が少なからずあるかもしれません。 

まだまだ寒い日々が続くと思いますので、風邪など惹かぬように十分にお身体をご

自愛してください。 

これで会長の時間終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

小川 芳男 幹事 

 

2 月 14 日（金）に I.M.第 3 組の第 3 回幹事会が行われ、それぞれのクラブの事

業報告をうかがいました。 

そして、今週 2 月 21 日、22 日の地区大会の事ですが、今日配布させて頂きまし

た、名札を持参のうえ多数のご参加お願い致します。また、ご家族のご参加の方に

は別に入場証が地区から届いておりますので、ご希望の方は私か事務局までご連絡

ください。 

新入会員の方は 22 日中盤に紹介がありますのでよろしくお願い致します。 

 

 

幹事報告 

地区より東村会員にインターアクト副委員長 
の委嘱状が届きました 



  

◎ニコニコ箱委員会        東野 喜次 委員長 

・結婚記念日 自祝      岡本 日出士君 

・結婚記念日 自祝      谷中 清孝 君 

・結婚記念日 自祝      中  恒夫 君 

・結婚記念日 自祝      清水  修 君 

・入会記念日 自祝      森山 信一 君 

・春のライラご挨拶      大東中央 RC 

・春のライラでお世話になります 感謝  大東中央 RC 会長 田中 正美 氏 

・例会出席ありがとうございます 感謝    上田 正義 君 

・地区大会出席よろしくお願いします    小川 芳男 君 

・温泉行きましたが、大雪とボイラーが故障で風呂に入ってません  

大変な経験でした      大西 寛治 君 

・橋本さん、木村さんお疲れ様でした    髙島  登 君 

・木村さんありがとうございました 感謝   橋本 正幸 君 

・財団補助金管理セミナーに出席してきました  

髙島会員、小川会員ありがとうございました   杉原 巨峰 君 

・四月の海外研修＆家族会 IN 台湾  

皆様のご参加宜しくお願いします    佐藤 多加志君 

・母の葬儀では会員の皆様 本当にありがとうございました 感謝  

・橋本委員長 ネパールでは大変お世話になりました 感謝 木村 克己 君 

・ゴールド免許終了！ 皆さんシートベルトはしめましょう！ 中野 秀一 君 

・東野さんご指導有難うございました！ 感謝   東村 正剛 君 

・週末は雪に感謝 久し振りにゆっくりしました   東野 喜次 君 

・髙島会員、田川会員夜遅くまでありがとうございます  

谷中会員応援ありがとうございました 感謝   山田  伸 君 

 

◎米山奨学委員会        大東  弘 委員長 

         米山奨学生 シュレスタ・リエさん 

ネパールから来られた米山奨学生、シュレスタ リエさんが例会を訪問され、こ

れからの進路の事など、近況報告をされました。 

委員会報告 



大東中央 RC より田中会長と西垣ライラ実行委員長が来られ、春のライラの PR を

して頂きました。 

 



 

「 ネパール視察について 」 
 

       橋本 正幸 FVP 委員長 

木村 克己  FVP 委員 

 

 

 

 

 

 

水の状況について 

 カトマンズ市内では、日に１時間（ラディソンホテル）や週１時間（ウダヤ氏の

事務所）という配水状況です。更に配水される際に給水ポンプを使用することから、

ポンプの容量を大きくすることにより大量の水の確保ができるが周辺には供給さ

れないことになるのが現状です。水の使用料は、使用量に関係がなく一律２０００

円です。（会社員の給与は 25,000～30,000 円） 

 カトマンズ市内でも水の供給以外に井戸が使用できる場合は、井戸水を汲み上げ

て沸騰させたうえで使用しているところもある。（リハビリセンター） 

今回検討している学校の水事情について 

 学校の場所は、カトマンズ市内から約１時間の場所で

シディ・マンガールです。この地域は２４時間水の供給

がされていることから、カトマンズ市内から多くの人が

移住しています。現在人口は８０００人ですが、地元民

は６０００人、カトマンズから２０００人が移住して今

後も増える傾向にあります。学校には４００人の生徒が

通学しています。 

 浄化水槽や教室の状況、図書室、コンピューター室、

職員室、建設中の教室、屋上、トイレ、調理室などを見

学しました。リエ氏は図書室と言っていたので注視しま

したが、教科書は整理されて並べられていたのに対して

生徒が読む本については３００冊程度適当に置かれてい

ました。コンピューター室については、１２台設置されていましたが、機種も古く

インターネットの環境はないという事でした。 

先週の卓話 



 水源から浄化するのは、地域住民からも喜ばれるという

ことから水源の見学を行いました。水源は市が管理してい

て、川から少し離れた場所に５ｍ掘った所に水が溜まるよ

うになっています。雨期には川の水が濁ることから川から

給水は行わず、配水することができなくなります。雨期は、

６～７月の間に大量の雨が降ることから、１雨毎に５日間

程度断水が続くことになります。 

カトマンズ西ＲＣが行った学校への浄水器事業 

 数年前に地域全体の水事情の悪い学校に浄水器の設置を

行いました。設置された浄水器は、地域住民がパイプなど

を切断したため現在は使用されていません。 

電気の状況について 

電気を使用できる時間帯は決められていますが、高級ホテルとされるラディソン

ホテルでは停電と同時に発電装置が作動するので数秒間の停電となります。一般の

店などでは、停電になると発電機を手動で作動させるため数分間の停電となります。 

 市内の信号機は節電のために止められていて、ほこりと排気ガスが立ち上る道路

で警察官による手信号が行われていました。 

インフラについて 

 水道、ガス（プロパンガス）、電気については十分でない

ことはもちろんのこと、道路については、一部の主要道路

は舗装されているものの一歩中に入ると地道です。ホテル

の進入路約１００ｍについても舗装はされていませんでし

た。 

感想 

 ２６６０地区からも言われているように、事業先でのニー

ズを確認することが重要です。そのためには、ネパールの現

状をロータリアンの目で確認を行い求められている物は何

かを感じることが必要です。 

 今回の視察において、ネパールにおける事業については何

を行っても満足してもらえると思いますが、水の対する事業が一番喜んで頂けるも

のと考えます。そこには、政治的背景や実情に精通した協力者がないと困難ではな

いかと思われます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
パンジーは、１９世紀に北欧で野生のサンシキスミレと他

品種を交配して作られ、豊富な花色や育てやすさ花付きの

良さなどから春にかかせない観賞用の花として親しまれる

ようになりました。物思いにふける人の顔に見えることか

ら、仏語で思索という意味のパンセ(Pensee）から名づけら

れました。 
(類 別)  スミレ科 [Violaceae] スミレ属 [Viola]  
(性 質)  多年草、 一年草、 二年草 
(花言葉)  物思い 
 
【パンジー栽培のワンポイント】 

◇水やりはできれば午前中に、土の表面が乾いたときたっ

ぷりと与えるようにする。 

◇３月いっぱいは１０日に１回の割合で液体肥料を与える

ようにするとよい。 

※３月以降肥料は控える、花つきが悪くなる場合がある。

◇本来「多年草」だが、日本の夏は暑すぎて枯れてしまう。

◇長く花を楽しむためには枯れた花はこまめに摘み取る。

※花茎の根元から指で軽くひねるように花茎ごと取ります。 

●パンジーとは● 


