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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 26 年 4 月 22 日
今週の卓話
「
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省みて、思うままに

次週の予定
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「雑誌月間」
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先週の例会報告
◆ 出席報告（4 月 16 日分）
会員数

42 名

特定免除
出席率

出席数

12 名

26 名

その他免除

「君が代」「奉仕の理想」
「 四つのテスト体操 」

欠席者 4 名
0名

86.67％

裏面に記載

前々回 3 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
欠席者

6名
0名

ニコニコ箱

34 名

94.44％

36 名
その他免除

修正出席率

0名

100.00％

３クラブ合同により
ニコニコ箱は割愛されました

氏
氏

会長の時間

上田

正義

会長

皆さん今晩は、本日の例会は、四條畷ロータリーク
ラブ・大東中央ロータリークラブ・大東ロータリー
クラブの年１回恒例の合同例会です。今回のホスト
クラブの大東ロータリークラブ会長の上田正義です。
３ロータリークラブ代表と致しましてご挨拶させて
いただきます。本日のお客様と致しまして、IM３組
亀井ガバナー補佐・また来年大変お世話になります、ガバナエレクトの西邨様がご
臨席いただいております。ごゆっくりお過ごしください。本日は朝早くから当、阪
奈カントリークラブに起きまして、３ロータリークラブ合同コンペが開催されまし
て多数のロータリアンの皆様がご参加いただきまして誠にありがとうございまし
た。我々３ロータリークラブは、成り立ち・歴史・地域性におきまして特に IM３
組の中では親戚関係であり家族でもあります。其々のクラブの運営方針は違います
が、其々のカラー・特色があります。それをお互いに認め合い・尊重し・敬意を表
し此れからも末永く助けあい親睦を深めていきたいとと思います。全世界の
34,558 クラブ・1,220,115 人が同じロータリー精神を活動目標の元に、幅広い奉仕
活動を世界の隅々で続けています。先般開催されました地区大会で台湾の張 瑞欽
RI 会長代理のお言葉の中で、「我々は唯一無二のものです」「我々が一緒に素晴ら
しい ROTARY のブランドをつくりましょう」とお話されました。一つのクラブが
国際ロータリーを支えていると言っても過言ではありません。私事になり恐縮です
が、「今を生きる、そして未来につなげる」私の会長テーマですが、ロータリーも
今日の続きとして明日があり、明日の続きとして明後日があり、その延長線の上に
将来が築かれています。その将来がいかにあるべきかをしっかり考えながら１日１
日大切に過ごしていこうではありませんか。
最後になりますが来月５月４日～５月６日この場所で大東中央ロータリークラブ
がホストクラブとして、春のライラが開催されます。皆様方のご協力のもとに無事
に終わりますことお祈り申し上げます。
これで会長の時間おわります。ご清聴ありがとうございました。

3 クラブ合同例会

2014.4.16

◎第 13 回 3RC 合同ゴルフコンペ
2014 年 4 月 16 日（水）第 13 回 3RC 合同ゴルフコンペが開催されました。
参加者 30 名、優勝は大東 RC 樋口会員でした。

先週の卓話
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第 2660 地区ガバナー補佐

亀井

信昭 氏

皆さんこんばんは。
今日は 3 ロータリークラブのゴルフ大会もあり、
皆さんお疲れだろうと手短に考えて特に卓話の内
容を考えておりませんでした。今年度はあと 2 ケ
月程残っておりますが、今日は西邨ガバナー補佐
エレクトも同伴していただいております。今日で
私の方はほとんどの行事が終わります。11 クラブを年に 4 周するんですが、もうじき
終わることが出来そうです。月 1 度のガバナー補佐会議というのがありますが、まず
質問したのは「ガバナー補佐がその日都合が悪い、体調を崩した場合誰が代行するか」
です。一般的に思うのはガバナー補佐エレクトがと考えそうですが、ところがそうで
はなく前のガバナー補佐が代理をすると聞きました。1 度だけですが、前任の樋口さ
んには代行をお願いいたしました。ありがとうございました。ハラハラされていたの
ではないかと思いますが、もうそろそろ安心いただいたらと思います。
今、この 3 つのクラブを含めて、3 組で I.M.をします。I.M.をした次の年にガバナー
補佐が回ってくるということになっております。本年度香里園が I.M.を担当され、次
年度西邨さんがガバナー補佐をされる。今度、西邨さんの時は I.M.を大東中央が担当
される。今年はライラをされるとのことであたりっぱなしということになりますが、
よろしくお願いいたします。ということはその次のガバナー補佐エレクトを出してい
ただくということで、去年の 12 月、大東中央から岩本さんがガバナー補佐ノミニー
という事になります。たぶん女性のガバナー補佐エレクトは初めてとなると思います
ので、期待をしているところでございます。よろしくお願いいたします。
ロータリーに入り、地区に行ったこともない経験のない私でしたが、大変よい経験に
なりました。今後は一寝屋川のロータリアンとしてよろしくお願いします。今日はお
礼を言いにきたというのが本音です。
大変お世話になりました、ありがとうございました。

第 2660 地区 ガバナー補佐エレクト 西邨 智雄 氏
今日は 3 クラブが集まり盛大に例会をされてお
ります。最近他のクラブに行きますと、若い方が
増え平均年齢も若くなっているように思います。
会員拡大も慣れた人よりも若い方がお友達を連
れてきたらもっと増えるよねという傾向にあり
ます。若く活力のある方がより一人でも多くの方
をお誘いいただきたいと思います。地区で準増 1 名はクラブごとの活性化を図るうえ
で必要かと思います。
私の地区での委員経験は国際奉仕に 4 年間、
その後米山に 1 年、
そして去年から今年、
来年にかけて青少年交換となっております。リーダーになった事はありませんでした
が、国際交流で外国の方と話していたら楽しいという人です。一応地区を経験してい
るなかで、7 月からガバナー補佐を勤めさせていただきますが、まだまだ分からない
事ばかりですので、教えていただけたらと思っています。
ここにいらっしゃる方々も会長になり、地区に出て委員になり、自分の経験をつんで
られるかと思います。そしてそれは将来の自分の経験知識を増やすことになり、さら
に先の人生を楽しかった事にするではないかと思っています。
私は職業上、老人ホームをしております。その中で、お年寄りには大事な事が 2 つあ
るそうです。ご存知でしょうか？教育と教養がいるそうです。
（もちろんお金もいる
と思います。
）
「きょういくところがある」
「きょうようじがある」よく聞くはなしで
す。ロータリーは今日何のためにどこに行くかわからないということはないですね。
ゲストに来た時に私が地区へ出てますのでと言った時に、
「じゃ地区でどんな事をし
ているんや」と聞かれると少し怖いんですが、あくまでも私はアシスタントガバナー
です。名刺にもそのように書いております。私たちは皆さんのご質問ならびにいろい
ろな考えをお聞きしたうえで地区へ持ち帰りいろいろな協議をしていただいたうえ
で私がお伝えするという手順をさせていただききたいと思っておりますので、ご理解
いただきますようお願いいたします。
来年度７月からは台北のホァンさんが RI 会長です。その方は「ロータリーに輝きを」
と言われています。先ほどの歌に「めぐる歯車 いや輝きて」とありますように、ロ
ータリーが輝くためには個人個人それぞれの会員の皆さんの努力だと思います。ライ
ラはじめいろんな行事がありますが、各例会は行きたい例会、行って良かった例会、
昼寝の会とならないように皆さん努力をして頂きたいと思います。

特に国際奉仕に興味があり、ロータリーだけでなくいろんな国際交流にも属しており、
いろんな形で外国の方とお付き合いするようにしています。米山は奨学金を出すとい
う事ですし、青少年交換は高校生をいった数だけこちらで受け入れるとなっています。
今年は寝屋川ロータリークラブと守口ロータリークラブの方で出していただき、来年
は交野クラブで出していただくことになっています。そんな事も含めてより外国の方
と接すると何がいいのかというと、なにも利害を求めないで日本に来ていただける機
会のある方に快く、いい所だと思っていただく事だと思っています。世界紛争やいが
み合いをするよりそれぞれの国々の人たち同士が政治関係なく友達というのがロー
タリーのありかたではないかと思います。
先ほど会長が世界のロータリーをたとえてこれからますます頑張るお話しでした。私
はまだ未熟ですので、この地域の近隣クラブの人たちがいかにどうあるべきか皆さん
と共に考え、ロータリーの友として活躍していけば、そしてそれぞれの将来の自分の
財産としていかせていけたらいいかなと思います。
来年度も今の亀井ガバナー補佐に準じて頑張っていきたいと思っております。まだま
だ、修行がたりませんので皆様のお叱りやご意見、ご指導を頂きながら進めてまいり
たいと思いますので、その時期がきましたらどうぞ宜しくお願いします。

●カーネーションとは●

いよいよ母の日が近づいてまいりました。母
の日の起源はアメリカの少女が自分の母の命
日を母の日に制定するよう運動したことから
で、カーネーション以外にも「感謝」の意味
を込めていろいろな花を贈りたいものです。
カーネーションは十七世紀頃、オランダから
渡来した花で、オランダ石竹（ナデシコ科、
カラナデシコ）と呼ばれていました。日本の
風土によく合い、親しまれてきた花です。
【花言葉】
赤・欲望
白・貞節

黄・軽蔑

バラ色・感動

