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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 6 月 10 日
今週の卓話

各奉仕委員長

次週の予定

（6 月 17 日）

「今年度の実績報告と反省」
各委員長（会計）

先週の例会報告

特定免除
出席率

出席数

4名

33 名

その他免除

欠席者 3 名
1名

89.19％

前々回 5 月 20 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

5名
0名

H26.6.3(No.2250 の例会記録)

34 名

94.44％

36 名
その他免除

修正出席率

今月のテーマ
「ロータリー親睦活動月間」
ロータリーソング
「君が代」「奉仕の理想 」「 四つのテスト体操 」

ニコニコ箱

裏面に記載

◆ 出席報告（6 月 3 日分）
41 名

ロン・D・バートン

（6 月 10 日）

「今年度の実績報告と反省」

会員数

No.2251

国際ロータリー会長

1名

100.00％

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。
日曜日にもかかわらず、インターアクト新入生歓迎
会に出席いただきました、会員の皆様方にお礼申し
上げます。猛暑の中汗だくで天王寺七坂へのウオー
クラリーに参加いただきましてありがとうございま
した。本当にご苦労様でした。お礼申し上げます。
大変暑くなりました。本日よりクールビズです。当クラブも来期に向けて熱くなっ
てきております。１年前を思い出します。今期は後１ヶ月あまりです。２９日から
北海道の札幌に行ってきました。当日の気温は３０度を超え５月では新記録との事
でまるで行き先を間違い沖縄にきてしまったかと勘違いする程でした。翌日の小樽
では風が吹けば肌寒さで、丸山公園では、桜が満開でした。峠道はまだ雪が残って
おりました。
本日は、「サービスとおもてなし」についての新聞に載っておりました記事をご紹
介します。
昨年の流行語になった「おもてなし」。これはオリンピック招致プレゼンで滝川ク
リステルさんが、日本の良さをおもてなしという表現したものです。さて「おもて
なし」とは「サービス」とどう違うのでしょうか。サービスは対象者がいて明らか
にその方に目に効用や満足を与えるのみ比べ、おもてなしは形にならないけど、人
に対する心遣いや、その雰囲気を指すのではないでしょうか。日本人の心の中には
常に「人がこうすれば喜ばれるのでは」といった心が根底にあるものと思います。
これは茶道の精神とよく似ています。
千利休は茶道の心得を「四規七則」という言葉で表しました。実はここに「おもて
なし」の心得があります。七則の中は他人に接する時の心得が書かれています。「茶
は服のよきように点て、炭は湯の沸くように置き、冬は暖かく夏は涼しく、花は野
にあるように入れ、刻限は早めに、降らずとも雨具の用意、相客に心せよ」とあり
ます。つまり客人に対して目には見えぬが心配りを大切にし、心静かに茶の湯を楽
しんでもらい、常に静寂と心癒しを持てるように心を配する。このことが「おもて
なし」の真髄ではないでしょうか。
千利休は華美を嫌い、既存の情景を拒否しても、部屋の隅々まで神経をいきわたら
せていました。素朴で簡素な茶室は傍から見れば粗末な部屋に見えるが、そこは利
休が求めた侘びの世界が広がっていました。古い朽ちかけた柱の色合い、床の間に
は少し口がかけた花器、そこに活けられた一輪の野の花、そのどれもが利休の緻密
な計算に盛り込まれた世界でありました。「おもてなし」の作法は、今奇しくもオ

リンピック招致プレゼンで改めて考えさせられるものでありました。
サービス過剰は、不快な思いをし、押しつけの「おもてなし」は相手に苦痛を与え
るだけのことであります。ロータリーは「アイ・サーブ」に始まり「アイ・サーブ」
に尽きます。この「おもてなし」の精神こそ「ロータリー精神」に合い通ずるもの
があるかと思います。
いかなるどんな人に対しても、また社会に対しても、
「こうすれば喜ばれるのでは」
と水の流れのように心よりごく自然に奉仕する事が「ロータリーのおもてなし」で
はないでしょうか。四つのテストの下に「おもてなし」を遂行していきましょう。
これで会長の時間終わります。ありがとうございました。

幹事 小川 芳男・次年度幹事 大東

理事会報告
【議

題】

(1) 鷺森 董会員退会について

・・・承認

(2) 松原 清一会員出席免除について
5 月 13 日～7 月 8 日迄

・・・承認

(3) 春の家族会決算について ・・・承認
(4) 次年度プログラムについて ・・・承認
(5) 次年度予算について ・・・承認
(6) 今年度幹事より次年度幹事へ印鑑と事務局の
スペアキーの引継ぎについて

・・・承認 完了

弘

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会

間

紀夫

副委員長

・誕生日

自祝

西條

義昭

君

・誕生日

自祝

杉原

巨峰

君

大川

真一郎君

・例会出席ありがとうございます

上田

正義

君

・本年度最終理事会 出席ありがとうございます

小川

芳男

君

・インターアクト新入生歓迎会お疲れ様でした

髙島

登

君

杉原

巨峰

君

佐藤

多加志君

木村

克己

君

中野

秀一

君

東村

正剛

君

中嶋

啓文

君

・入会記念日

自祝

（5 月）

・谷中先輩、山田会員大変お世話になり
ありがとうございました
・IAC 新入生歓迎会

感謝

東村委員長おつかれさまでした

・インターアクトクラブ新入生歓迎会、
東村委員長おつかれ様でした
・東村委員長、インターアクト新入生歓迎会お疲れ様でした
・インターアクト新入生歓迎会、上田会長をはじめ
沢山の皆様にご参加頂き有難うございました

感謝

・インターアクト新入生歓迎会欠席しました
東村委員長申し訳ございません

・安田会員ありがとうございました 感謝 皆様のニコニコに感謝 間

紀夫 君

◎会報委員会

福富

經昌

委員長

【横組みページ】
☆ＲＩ会長メッセージ「ロータリーを実践し続けよう」
：今年度
の RI 会長としてこの一年間の感想を述べています。ロータリ
アンの一人ひとりがこれからも『ロータリーを実践し、みんな
に豊かな人生を』続けてくださることを願っております。
☆特集ロータリー親睦活動月間：
「世界に開かれたロータリー
の親睦活動」、共通の趣味を持つロータリアン同士の国境を越
えた親睦の大切さを認識して、そのような親睦活動への参加、理解を促すための月
間です。このような親睦活動を実践しているのが『ロータリー親睦活動グループ』。
現在 60 種類以上のクラブが活動。1928 年エスペラント語に関心を持つロータリア
ンが集まったことがきっかけで始まる。国際写真愛好家親睦活動グループ（IFRP） 、
国際ロータリアンヨット同好会（IYFR）、日本スカウトロータリアンが一例として
紹介。
☆いまを切り取る：2014 フォトコンテスト入選作品

ゲスト審査員のフォトジャ

ーナリスト David Hume Kennerly 氏は「イメージ(画像)には、態度を変える力、
世界の日の当らない場所に光を当てる力、そして、物事の良いことと悪いことの両
面を教えてくれる力があると信じています」
☆ポリオ撲滅まで「あと少し」：非常在国での新規発症の増加
☆心は共に：「3 度目の冬を迎える大槌小学校を訪ねて」（相模原南 RC）
、「紙芝居
で語り継ぐ被災地の心」（広島西南 RC）、「第 2 回都・大阪みおつくし奨学金の贈
呈」（宮古東 RC）
☆よねやまだより…ありがとう、ロータリアン！○
24 ｢第 2 の故郷への恩返し｣帯広
東 RC の米山学友・マレーシア出身の池

慧詩さんのお話。

【縦組みページ】
☆スピーチ：2650 地区・IM 第 1 組基調講演要旨(2013 年 9 月 7 日)：子どもの理科
離れをなくす会代表 北原達正氏の｢世界に羽ばたく子どもを育てる」の講演の中で
「人材を育成する教育界と人材が活躍できる産業界の乖離を是正。日本には素晴らし
いジュニアがおり、科学を通した人間教育・人材育成が必要」と述べている。

☆わがまち……そしてロータリーは群馬県・富岡市です。「おか
いこの記憶、とわに

富岡製糸場が世界遺産になった」富岡中央

RC 今井清二郎氏による富岡市の案内記事です。
☆友愛の広場：青少年交換学生エマライン・ハンスさん(米国)の
『長崎原爆資料館を訪れて』原爆投下に関する複雑な心境。
☆ロータリーアットワーク：第 2660 地区からは、高槻西 RC か
ら「市民マラソンの走路警備」の報告が掲載されています。その
他全国各地の RC から興味ある内容の報告がなされています。

◎インターアクト委員会

東村 正剛 委員長

6 月 1 日（日）
、四天王寺高校インターアクトの主催でインターアクト新入生歓迎会
に行ってまいりました。大変暑い中、会長をはじめたくさんのメンバーの皆様にご参
加いただきありがとうございました。

先週の卓話

「

雑

感

」

池田

實

会員

私は、大東ロータリークラブ入会 41 年目になりま
した。
大東ロータリークラブ創立は 1967 年 12 月 26 日で
初代会長は佐藤辰夫様で、私は創立 6 年目の 1973 年
12 月 18 日入会をさせて頂き歴代会長はじめ色々な
方にお世話になり感謝しております。日々体が健康で
あった事がここ迄、継続出来た事を両親に感謝し改めて皆様に感謝申し上げます。
ロータリーの基本理念は、職業奉仕から社会奉仕そしてクラブ奉仕と会員同志の親睦
活動が重要であり、異業種交流が最重要であると思われます。
生きていたら楽しい事ばかりではなく辛い事もあります、その時その事をどう捉える
かで人生は大きく変わっていきます。
辛い事を嫌いだ嫌いだと思えばストレスになり、負けない負けないぞと思えば根性と
なり前向きに自分にプラス志向になるよう捉えて生きていく、これが人生を有意義に送
るこつだと思います。
上田正義会長が卓話でお話しされた大東ロータリークラブ中長期ビジョンと現状打
破について話されましたが、非常に有意義な卓話であったと思います。
今後、大東ロータリークラブが 50 周年 60 周年 70 周年と益々発展して行く事を希望
します。すばらしいメンバーに恵まれた大東ロータリークラブを大切にしましょう。
私も皆様と一緒に健康に気をつけて頑張ります。

２０１４～２０１５年度

●第２回クラブ協議会開催●
６月３日（火）６：００～まんま家に於いて、第 2 回クラブ協議会が開催されました。
次回は６月 24（火）例会後を予定しております。

6 月のお花
今月のお誕生日花は、6 月に入り梅雨も間近とな
ってまいりました。季節がら紫陽花をメインに
アレンジ致しました。紫陽花には七変化という
別名がありまして、土壌の状態によって色目が
変わったり、形状が変わったりすることにより
七変化という名前がついております。紫陽花に
似ていますが、細かな花の集合体のレースフラ
ワー、そして赤い大きな葉はドラセナという観
葉植物の葉です。
お誕生日おめでとうございます。
使用花材
花言葉
紫陽花
心変わり 辛抱強い愛情
レースフラワー
可憐な心

