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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 5 月 13 日
今週の卓話
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◆ 出席報告（4 月 22 日分）
特定免除
出席率

出席数

6名

31 名

その他免除

欠席者 5 名
0名

86.11％

前々回 4 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

6名
0名

35 名

97.22％

36 名
その他免除

修正出席率

ニコニコ箱

裏面に記載

先週の例会報告
42 名

「 日も風も星も 」「 四つのテスト体操 」

（5 月 20 日）

その痛みに気をつけて

会員数

H26.4.22(No.2246 の例会記録)

ロータリーソング

」

森岡

仁泉会病院

ロン・D・バートン

（5 月 13 日）

スマホ・タブレットＰＣ

「

No.2247

国際ロータリー会長

0名

100.00％

会長の時間

上田

正義

会長

皆さん今日は、例会出席ありがとうございます。
先週の 3 ロータリークラブ合同例会にご出席いただ
きまして誠にありがとうございました。また朝早くか
ら 3RC 合同ゴルフコンペに参加していただきました
会員の皆様 1 日ご苦労様でした。お礼申し上げます。
今週は 24 日から 26 日まで職業奉仕委員会企画の春
季家族会で台湾の企業視察に行きます。ご参加されます会員の皆様よろしくお願いし
ます。無事に家族会が遂行されますこと願っております。佐藤職業奉仕委員長お世話
になりますがよろしくお願いします。
さて本日は、メイフラワー号でアメリカに移った人達のお話です。自分達の社会を築
いていくために、一人ひとりが自分の持てるすべてを供出しました。そしてコミュニ
ティが成り立ってから一人ひとり平等に権利を分かち合ったわけです。最初から権利
があったわけではないんです。アメリカ入植当時のマサチューセッツ初代総督を務め
たジョン・ウィスロップはこう言っています。
「これから我々がつくるのは丘の上の
町だ。我々がどんな町をつくるかが見られている。見られて恥ずかしくない町をつく
ろう」と。この言葉はケネディも演説で引用して、選ばれた者の責任を果たしていこ
うと国民に訴えています。
大東ロータリークラブもまさしく「丘の上の町」です。家族・会社そして地域や行政
また他のロータリークラブが見ています。そこでさらなる発展・成長・改革を成し遂
げるために必要なのが、各メンバーの英知と見識と超我の奉仕です。
我々は、権力者でなくリーダーとして目指し、権利より義務を先に果たし国家に貢献
する一流の国民を目指すべきであるかと思います。
人間は新しい習慣を身につけるより、前からある習慣を変えるほうがよほど難しいか
と思います。しかし時代の背景は光陰矢の如く変わって行っています。我々もロータ
リーも、リーダーになるべく、新しい習慣を身につけるか、進歩の為に前からある習
慣を変えるか考える時期がきているかと思います。
これで会長の時間終わります。ありがとうございました。

2013～2014 年度

職業奉仕委員会

委員長

佐藤

多加志

4 月 24 日～26 日の日程で挙行しました春の家族会にメンバー16 名、ご婦人 9 名
の参加を得て無事、全行程を終える事が出来ました。
現地、滞在日程 2 日間程の弾丸日程では有りましたが、企業訪問研修、雙溪ＲＣと
の交流、観光等満喫して頂けたかと思っております。
幸いに、全日雨の予報でしたが行程に支障をきたす事無くメンバーの日頃の精進に
感謝申し上げます。
これまでになかった企画に対し上田会長元とするメンバーのご理解を得て実行出
来ました事に重ねて感謝申し上げますと共に参加頂いたご婦人方にも思い出に残
る旅行であったならば幸いです。
最後に、親睦感動委員会、中野委員長を元とするメンバーの皆さまの細部に渡るご
協力とご配慮に感謝申し上げご報告とさせて頂きます。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会
・入会記念日

東野

自祝

喜次

委員長

堀部

邦夫

君

・例会出席ありがとうございます

上田

正義

君

・3 ロータリー合同例会出席ありがとうございました

小川

芳男

君

・4 月 13 日（日）阪神競馬場に於いてトラキチシャチョウ号が優勝しました
次走はダービーG.1 を目標に夢を！

池田

實

君

・地区協議会お疲れ様でした

髙島

登

君

・感謝

大矢

克巳

君

・東村会員に大変ご迷惑をおかけしました

橋本

正幸

君

・3 クラブ合同例会欠席お詫び！！

佐藤

多加志君

・3RC 合同ゴルフコンペ

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

東野

喜次

君

ゴルフコンペ参加ありがとうございました

大矢キャプテンお疲れ様でした

・髙島会長エレクト地区協議会では
大変ありがとうございました

感謝

・中野さんベノックパター修練します！！
・合同例会欠席お詫び

感謝

皆様のニコニコに感謝

◎ゴルフ同好会

大矢

克巳

キャプテン

先週 3 クラブ合同コンペのご参加ありがとうございました。最後ですが、6 月 18
日（水）にタラオカントリークラブを予定しております。詳細につきましてはいま
のところ未定ですが、最後となりますので賞金の方は今までより多くなる予定です。
みなさんのご参加よろしくお願い致します。

☆

4 月 22 日（火）例会後

次年度の事業予算会議が開催されました。

先週の卓話

「

省みて、思うままに

」
岡本

日出士

会員

私が建設会社の社員として、社会人の仲間入りをし
たのは、昭和 29 年、当時の大阪はまだ戦争の傷跡が
随所に残って居り、公共工事の学校建築等を施工す
るにも、鉄筋やセメント等の主要な資材を役所から
支給を受けて工事を進めている様な時代だった。そ
の様な状況がいつのまにか解消し、住宅建設を促進
する為に、日本住宅公団が発足し、多くの鉄筋コンクリート集合住宅が建設された。
景気がよくなり、テレビが出現、キャバレー、バー、スナック、飲食店が次々開業
され、当社も昼夜兼行の突貫工事で施工した、テレビコマーシャルで有名になった
千日前の喜楽別館も大繁盛であった。
所得倍増政策の池田内閣から、長期安定の佐藤内閣へ、東京オリンピックから大阪
万博へ、我が国は世界に類を見ない高度成長を続けたと云われている。
私は 15 年間お世話になった会社を退職し昭和 44 年建設会社を創業した。
以来 30 年、オイルショックや土地、株式等の異常な高騰の中でも関係皆様のご指導
や、ご協力のお陰で、順調に運営する事が出来たと感謝している。
私は仕事上、土地、建物に少し関係して来たのだが、一部土地の高騰ぶりを見ると、
一坪で 60 万円だった土地が 500 万円になったり（大東市）
、5 万円が 200 万円（吹
田市）6 万円が 30 万円（木津市）と信じる事が出来ない様な値段で取引された。
得意先の方と、こんな無茶苦茶な事はいつ迄も続く事はない、お互いに気を付けな
いと等話していた事がある。今考えると千載一遇の金儲けのチャンスであったのに、
先見の明のない悲しさ、一攫千金の機会は何事もなく過ぎ去った。
今 NHK の大河ドラマで、軍師、黒田官兵衛が上映されているが、彼は播麿の少し
有力な大名、御着城の小寺藤兵衛の家来だが、諸国、特に京都周辺の情報を得るべ
く、京、大阪、堺や、ヨーロッパからはるばる波濤をこえて来日し布教をはじめた、
キリシタンとも交流をもち、この国の次の支配者は天下布武をかかげた織田信長で
あると確信し、織田と毛利にはさまれた自分の国播磨の大名、土豪を織田に味方に
させるべく奔走、信長も羽柴秀吉をして中国、毛利政略に当たらせ毛利に味方した
有力大名、三木城の別所長治を攻め滅ぼし、毛利の最前線、備中の高松城を包囲し、
有名な水攻めにした、高松城落城寸前、天下を震撼させた、明智光秀による本能寺

の変により、信長、信忠親子が討死した。
織田の諸将、筆頭の柴田勝家や丹羽長秀、滝川一益、そして徳川家康、又織田と敵対
している、関東の北条、北陸の上杉、中国の毛利、等主君の仇討や天下を狙う又とな
い機会であったと思われたが、困難な状況を克服し、毛利と講和し備中から京山崎に
一気に進撃した羽柴秀吉が明智軍を打ち破り織田信長の後継者の地位を固めた。
諸国の大名、豪族も能力の限りを尽くして進退したが、栄光に輝いた者、滅亡した
もの様々であった。
昨今の我が国においても、
戦後からバブル崩壊、
リーマンショック等いろいろあったが、
素晴らしい能力を持った人、強運に恵まれた人、そうでない人、平凡無事に過ごされた
人等千差万別の人々が共生しているので、夫々が面白く生きていく事が出来るのだ。
我が大東 RC は常に精力的に活動を展開し地域社会にも注目されて居り、会員として誇
らしく思っている。このところ米山奨学生を受け入れ積極的な支援に感じ入っている。
私も昭和 63 年にカナダより、サンディ・アリソン・マクミラニさん（東海大付属
仰星高等学校）を 4 ケ月、アメリカよりイザベル・ジャノニーさんを短期留学生と
して 1 ケ月、交換留学生として受け入れ、アメリカ GSE チームの、ローリー・ス
ウインクさんをホームスティとして受け入れた。家族ともどもこの様な機会に恵ま
れた事を感謝している。
大東 RC は今後共さまざまな活動の中で、アイサーブを中心にした奉仕活動をはじ
め、国際社会や地域社会との交流を深め、更に躍進する事を祈念している。

●クレマチスとは●

中国原産の「テッセン」、日本原産の「カザグル
マ」などと、西洋種が交配された園芸種の総称
がクレマチスとされる。
花びらに見えるのは「萼」。ワイヤーで誘引し壁
面を這わせる仕立て方が人気でイングリッシュ
ガーデンの主役を飾る。
(別 名) 鉄仙（テッセン）
(科 名) キンポウゲ科
(花言葉)「たくらみ」
【クレマチス栽培のワンポイント】
◇ 水を好む。
※乾燥に弱いので、水切れに注意する。鉢植え
より庭植えの方がよい。
◇ 外の半日蔭
※真夏に直射日光を直接当てすぎると痛む。

