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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
「LIGHT UP DAITO

２０１４年～２０１５年度

ロータリーに輝きを

国際ロータリーのテーマ

平成 26 年 11 月 11 日
平成 26 年 11 月 25 日
今週の卓話

No.2271
No.2272

（11 月 25 日）

「歯周病とからだの病気」と「大阪府歯科医師会」

木田

次週の予定
「

眞敏

会員

感

」

大川

真一郎

特定免除
出席率

出席数

4名

30 名

その他免除

H25.11.4 (No.2270 の例会記録)
H25.11.11(No.2271 の例会記録)
◆出席報告（11 月 11 日分）
会員数 40 名 出席数 23 名 欠席者
特定免除 12 名 その他免除 0 名
出席率 85.19％

5名

ゲストスピーカー
11/4 地区ロータリー財団部門補助金小委員会 委員長
四宮 孝郎 氏
ゲスト 11/11 米山奨学生 シュレスタ・リエさん

◆ 出席報告（11 月 4 日分）
40 名

ゲイリー C.K. ホァン

会員

先週の例会報告
会員数

国際ロータリー会長

前々回 10 月 28 日分
ホームクラブの出席者 27 名
90.00％
メークアップの結果 30 名
特定免除 10 名
その他免除
1名
欠席者 0 名
修正出席率 100.00％

（12 月 2 日）
雑

地域と ともに輝きを」

欠席者

6名

今月のテーマ

「ロータリー財団月間」

0名

83.33％

ロータリーソング

11/4「君が代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト体操」
前々回 10 月 21 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
1名

11/11
27 名

ニコニコ箱

33 名
その他免除

移動例会につき割愛

79.41％
0名

修正出席率 97.06％

11/4
11/11

裏面に記載
移動例会につき割愛

会長の時間

髙島

登

会長

＜11 月 4 日例会＞
昨日までの 3 連休は皆様ゆっくり休まれたで
しょうか、良い季節ですので温泉にでも行かれた
方もいらっしゃるでしょう。昨日は 11 月 3 日文
化の日でした「自由と平和を愛し、文化をすすめ
る」の趣旨によって「文化の日」となりました。
昭和 21 年 11 月 3 日に日本国憲法が公布された
日である事からこの日が祝日になったとされていますが、その半年後の 5 月 3 日が
憲法記念日となりました。一般的な考え方からすると公布された日のほうが記念日
に相応しいと思うのですが、11 月 3 日を憲法記念日にすることが出来ない理由が
あったと言われています。なぜなら 11 月 3 日は明治天皇の誕生日で戦前までこの
日は明治節と言う名の祝日だったのです。従って明治天皇の誕生日をそのまま憲法
記念日とすることが出来なかったので「文化の日」とすることになったとも言われ
ています。文化の日を明治天皇の誕生日と考えると現在の祝日の中で、明治天皇、
昭和天皇、そして現在の天皇陛下の 3 回天皇誕生日があることになります。日本人
は大変皇室を誇りに思っていますのでとても良いことだと思いますが「みどりの
日」や「海の日」等どんどん祝日が増えてきました。欧米人に比べて日本人は働き
過ぎだからもっと休みましょうと言うことで週休 2 日制は当たり前になり、今では
祝日も年 15 回あります。先日ある講演会でパナソニックの長老の方のお話を聞く
機会がありました。松下電器の昭和 39 年のお話で当時 3 種の神器と言われた、テ
レビ、冷蔵庫、洗濯機が東京オリンピックまでに各家庭に行き渡って売上が大きく
落ち込んだ時、3 日間熱海の温泉を貸しきって全国の販売店を集めて松下幸之助氏
が檄を飛ばされた熱海会談のお話でした。当時同行された 5 名の社員の中のお一人
で、ただ一人現在もお元気にされておられる方です。松下幸之助氏の迫力が生の声
で伝わってきて大変感動しました。この時代の日本人は働き過ぎだったのでしょう、
働き過ぎたから世界一の企業になったのだと思います。3 連休が多いのも良い事か
も知れませんが、日本に追いつけ追い越せと思って働き過ぎている国に追い越され
ないようにこれからもみんなで頑張りましょう。

幹事報告

大東

弘

幹事

＜理事会報告＞
1.クリスマス会について

・・・・・・

承認

2.ＷＣＳについて

・・・・・・

承認

3.大東スマイルミネーションについて
広告協賛及びキャンドル協賛についてクラブとしては行わない。
4.ロータリーフェスティバルについて
フェスティバル事業が地区大会で審議されるとのことで
地区大会後のクラブ理事会にて審議するとの事。
5.次年度地区出向者としてインターアクト委員会に空門満也会員を承認

委員会報告
◎ニコニコ箱

東野

喜次

前委員長

・誕生日

自祝

木田

眞敏

君

・誕生日

自祝

藤本

和俊

君

・誕生日

自祝

上田

正義

君

・誕生日

自祝

空門

満也

君

・誕生日

自祝

中野

隆二

君

髙島

登

君

大東

弘

君

堀部

邦夫

君

芳男

君

杉原

巨峰

君

・シルクドソレイユ「オーヴォ」を観て来ました

木村

克己

君

・樋口先生、写真有難うございました

東村

正剛

君

東野

喜次

君

・先週歴代会長会無事終了しました
・福富会員お世話になりました

ずいぶん足が楽になりました

・例会前日迄の欠席無届
・一昨日（オトツイ）メイッ子の結婚式

感謝

幸せな一日を過ごしました
小川

・卓話「ロータリー財団月間に因んで」ロータリー財団 補助金小委員会
四宮孝郎様 宜しくお願い致します

感謝

感謝

・母校の高校野球参加 100 年を祝う会に行って来ました

◎雑誌委員会

福富

經昌

委員長

【横組みページ】
☆ＲＩ会長メッセージ「ロータリーの友情と奉仕に輝きを」：
ロータリーは奉仕から成り立ち、一つ一つのプロジェクトという
レンガからなる大きな建物、それがロータリーです。レンガ同士
をつなげるモルタルが友情です。ロータリーの友情は、私たちの
人生に輝きを与えます。そして、奉仕と同様、ロータリーの友情
は「ロータリーに輝きを」与えるものです。
☆特集：ロータリー財団月間：世界でよいことをする…①芦屋
RC の「グローバル補助金によるインド少数部族の『E－3 村』自立支援プロジェクト」
。
②UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)で今も活躍する元ロータリー財団奨学生・ロー
タリー平和フェロー。③「ロータリー平和フェローシップ」入門。
☆特集：世界インターアクト週間：明日へ未来へインターアクター

インターアク

ターたちの様々な活動を紹介。第 2660 地区は‘台北で社会貢献活動’を報告
☆Global Outlook

：ロータリアンのためのパブリックスピーキング入門

☆心は共に：東京恵比寿 RC の「日仏合同プロジェクト ツール・ド・フランス出
発点サンジロンから気仙沼・釜石へ」
☆よねやまだより…新シリーズ「“よねやま”から広がる新しい世界」がスタート。
今回は松戸西 RC の「スリランカの学校に音楽隊を」です。
【縦組みページ】
☆スピーチ：2690 地区・第 8・9 グループ IM 基調講演要旨(2014
年 3 月 9 日)：就実大学経営学部長・1971～72 年度財団奨学生杉
山慎策氏の｢未来予測」について「何をすべきか何をしてはいけ
ないか」「世界で進行する都市化」「国の繁栄・都市の繁栄を決め
るクリエーティブ・クラス」を解説。
☆わがまち……そしてロータリーは北海道・赤平市です。「ど
ん底から再生へ

町を愛する人たちの底力」赤平 RC 幹事・早坂

喜幸氏による、かつて炭鉱で栄えた町、現在人口は全国 790 市の
中で下から 4 番目のまちの案内記事。「財政破たんは赤平で食い止める」の合言葉で
RC と地域が取り組んできた。クラブは「チームワーク。何をやるにも必ず一丸とな
ってまとまる」で活動している。
☆友愛の広場：門真 RC の「益成 RC(台北)会長の結婚式に参加して」、出雲中央
RC「アメリカンインディアンと日本人」等々
☆卓話の泉：日本バーテンダー協会名誉会長の「酒の歴史」など。
☆ロータリーアットワーク：第 2660 地区からは、地区開催の「若手ロータリアン
研修セミナー開催」、大阪西南 RC の「少年少女ニコニコキャンプ」などの活動報告。

投稿にご協力ください。

◎親睦委員会

東村

正剛

委員長

１２月９日クリスマス会を予定しております。テーマは“「歌とダンス」と「美味
しいイタリアン料理」で、楽しくおもてなしをさせて頂きます。
”としておりますの
で会員皆様、またご家族の皆様のご参加よろしくお願い致します。
開催場所 ：中之島

LOVE CENTRAL

日

程 ：平成 26 年 12 月９日（火）

例

会：１７：１５～１７：３０

午後５時１５分より例会開始

※メンバーの皆様は時間厳守でお願いします。
写真撮影：１７：３０～１７：４５
※ご家族の皆様もご一緒に記念写真を撮影致します
祝

宴：１８：００～２０：３０

二 次 会：２０：４５～２２：３０
登 録 料：メンバー・ご夫人は 19,000 円
二次会登録料は 3,000 円

11 月のお花
今月のお誕生日花は、一足早く秋の紅葉を楽
しんで頂こうと思い、秋色（紅茶褐色）でア
レンジ致しました。
赤茶色の葉、“紅葉ヒペリカム”は葉持ちも
良く、生け込みの際、この時期は重宝する花
材です。他は“紅葉木イチゴ”・“ 野ばらの
実 ”・“山丹花 ”・“トルコキキョウ（ボヤー
ジュ／紫）”・“八重咲きガーベラ ”等で秋色
満載のアレンジになります。
お誕生日おめでとうございます。

お子様 8,000 円

先週の卓話

「

ロータリー財団に因んで

」

ロータリー財団委員会

杉原

巨峰

委員長

地区ロータリー財団部門補助金小委員会

四宮

孝郎

委員長

本日は財団月間ということで、『

ロータリー財団月間に因んで…

』のお題で、

私、杉原が担当させて頂きます。
年頭、方針発表の際にもお伝え致しましたように、財団標語は単純明快に、
『 世界
で良いことをしよう 』であります。
良いことをする＝ロータリーにおきましては、人々のために良い事業をするという
ことになり、事業をするためにはその資金が必要となってまいります。
そこで、財団のいくつかの補助金を利用することができます。
当クラブにおきましても、ＦＶＰ事業『 ネパール水インフラ改善プロジェクト 』
に向け国際事業として地区補助金を受け、成功に向けて動いておられます。
会員皆様にお願い申し上げております、年次寄付金（１５０００円）、またポリオ
プラス（５０００円）も含めてでございますが、国際や社会奉仕事業の資金として、
取り戻すことの出来る寄付金であることを先日の財団会議の中でも強調され、会員皆
様に承知して頂くようにという内容でございました。
本日はそのあたりのお話も含めて、地区の財団補助金小委員会 四宮孝郎委員長に
お越しいただいております。

髙島

会長の時間
＜11 月 11 日

登

会長

夜間例会＞

本日は本年度初めての夜間例会ですが多数の
出席ご苦労様です。本日 2 時よりサーティホール
大ホールにて第 9 回大東市小中学生弁論大会が開
催されました。大東ロータリークラブ会長賞授与
のため審査員として参加してまいりました。今年
は小学校 6 年生 1188 名、中学生 2593 名の中か
ら選ばれた 10 名の「弁論」と小学生 12 名による「1 分間スピーチ“わたしの学校紹
介”」の発表が行われました。大東ロータリークラブ会長賞は弁論 10 名の中より表
現力（声の大きさ、声の明瞭さ、表情、説得力、読み方の工夫）において特に優れて
いる小学生中学生各々2 名に授与させて頂きました。毎年思うことですが大東市の小
中学生のスピーチのレベルの高さには驚かされます、今日は大変感動させていただき
ました。
先週の日曜日は 2660 地区のインターアクト年次大会が金光八尾中学校高等学校に
て開催されましたので、メンバー数名と共に参加してまいりました。近鉄高安駅近く
の閑静な住宅街の中に学校があり、正門の前には小さな川が流れていました。金光八
尾中学校高等学校のインターアクターが川の掃除をされていることは活動報告でも
お聞きしたことはありましたが、これが大変綺麗な川で鯉が驚く程沢山泳いでいまし
た。私は今迄川でこれ程多くの鯉が泳いでいるのを見たことがありません。インター
アクトクラブの活動が街の美化に役だっているのを見て大変嬉しく思いました。年次
大会では台湾での海外研修活動報告の DVD が放映されました。当クラブ東村会員、
森岡会員の力作にインターアクトクラブの生徒たちも良い思い出になったと思います。
今週は小学生から高校生迄色々とお話を聞かせて頂く機会がありました。子供達は
地域のボランティアや将来の夢を熱く語られます。歳を重ねるごとに昔の思い出話が
多くなりますが、ロータリアンはいつまでも少年の心を忘れずに将来の夢を熱く語り
合いましょう。

11 月 11 日（火）
、まんま家於
されました。

夜間例会および社会奉仕委員会の情報集会が開催

委員会報告
◎米山奨学会

中

恒夫

委員長

シュレスタ・リエさん
米山奨学生のシュレスタ・リエさんが例会を訪問、初めての夜間例会参加の感想お
よび近況報告をしていただきました。

◎インターアクト委員会

空門

満也

委員長

11 月 9 日、金光八尾中学校・高等学校に於きましてインターアクトの年次大会が
開催されました。

11 月 11 日、サーティホールに於きまして第 9 回大東小中学生弁論大会が開催され
ました。多数の会員の皆様にご参加いただきありがとうございました。
結果は以下の通りです。
青少年委員会委員長

橋本

正幸

【小学生の部】
学校 学年
南郷小学校 ６年
住道南小学校６年
四条北小学校６年
氷野小学校 ６年
三箇小学校 ６年

氏
門田
加藤
松川
塩沢
貴志

名
題名
受賞
拓都 「ぼくの守りたい地球の未来」 大東市教育委員会教育長賞
吹雪 「思いやりの心」
大東市議会議長賞
大東ロータリークラブ会長賞
智香 「私の夢に向かって」
瑛美 「私の夢」
大東市長賞
大東ロータリークラブ会長賞
あみか「私たちの未来」

福地

剛

【中学生の部】
南郷中学校２年
住道中学校 １年
住道中学校 ２年
深野中学校 ３年
谷川中学校 ３年

「未来に向けて、
大切にしたいもの」
小川 怜生 「障がい者へのマナー」
吉岡 光
「持つべき気持ち」
竹田 大斗 「人の優しさとは」
石橋 芽依 「心の底からの思い」

大東ロータリークラブ会長賞
大東市議会議長賞
大東市教育委員会教育長賞
大東市長賞
大東ロータリークラブ会長賞

◎ゴルフ同好会

田川

和見

キャプテン

１１月１９日（水）、奈良柳生カントリークラブにてゴルフコンペが行われまし
た。参加者２０名、優勝は私（田川）でした。次回は３月の予定です。
多数の御参加お願い致します。

『一心行の大桜』

●日本の桜百選 12

九州は台風の常襲地帯のためか桜の巨
木は少ないが、その代表は阿蘇南郷谷の
一心行の大桜である。 樹種は山桜の一
種で、樹齢約 400 年、樹高 22m、大き
く枝が広がった姿は雄大である。その名
の由来は、天正八年土地の豪族中村惟冬
が肥後に攻め込んできた島津勢との戦
いで敗死、その遺族が惟冬の墓地に一本
の桜を植えて一心に行を修めたため一
心行の名が付いたという。

所在地：熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松

先週の卓話
「 夜間例会にて 」
社会奉仕委員会
＜ロータリーの源流

大矢

克巳

委員長

奉仕理念－社会奉仕 より＞

ロータリーの奉仕概念を理論と実践に分けると、
理論はロータリー思想であるとともにロータリ
ー哲学であり、ロータリークラブという組織を介
して学ぶ「奉仕の心の形成」であり、結果として
親睦につながるものであります。
奉仕の実践とは、上記の「社会奉仕に関する 1923
年の声明」の 6‐g 項に記されているように、原則としてロータリアン個人が行うも
ので、奉仕することでその心を、それぞれの家庭、職場、地域社会や国際社会に移す
ことであります。理論と実践は、車の両輪のごとく、バランスを取って行なうことが
肝要です。
第 4 条では、
ロータリークラブが実施する社会奉仕の実践活動に対する条件として、
①地域社会が本当に必要としているプロジェクトであること、
②クラブ全員の協力が得られるプロジェクトであること、
③毎年異なった新しいプロジェクトであること、
④年度内に完結するプロジェクトであること、
⑤教育的効果を狙って継続的に行われるプログラムとは異なったプロジェクト
であることが述べられています。
社会奉仕に関する 1992 年の声明 (Statement on Community Service 1992)
決議 92－286 のことである。
地域社会のニーズに対して､政府および民間の諸団体が活動しているが、しかし、ＲＣ
やロータリアンが地元地域社会において効果的且つ重複しない奉仕を引き受ける各
種やりがいのある機会が依然として存在する。効果的な社会奉仕をする基礎として、
ＲＩ会長は、人間尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕、の社会奉仕小委員会の委員を
務めるロータリアンを任命するよう奨励されている。小委員会は次のことを行う。
1.地元内のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合的に調査、分析し、地域社会
のニーズを確認する。

2.地域社会のニーズを見出すために個人的、また職業上の立場をいかしてクラブの
区域内を探り、社会奉仕委員会会の調査、分析を補足､強化するよう個々のクラ
ブ会員に勧める。
3.他の地域団体との会合を、所定の方針に合致して行うことができる場合、そのよ
うな会合を開き、話し合いと意見の交換をする。
4.地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに精通していることを会員候補者
選考の一要素に含める。ＲＩ理事会は、クラブに対して、財政的貢献ばかりでな
く、「実際に汗を流すような」社会奉仕プロジェクトを開始、推進することを奨
励してきた。
8.5 社会奉仕プロジェクト
社会奉仕プロジェクトは、薬物濫用防止、識字率の向上、高齢者への援助を始めと
して、病院、学校、その他の地域施設の改善、改良、清掃及び再生利用キャンペーン
にまで及びます。
社会奉仕には、ロータリーの提唱する組織、ローターアクトクラブ、インターアク
トクラブ、ロータリー地域社会共同体などの共同奉仕者との協力も含まれます。
8.6 社会奉仕の事例
人間尊重
① 会的弱者への支援、

②保健、衛生、長寿で健康、

④社会治安の向上、⑤才能のある人の発掘・支援、
人の育成、

③子育て支援、
⑥文化交流で心豊かな

⑦災害に備える

地域発展
① 産業育成、 ②観光の街づくり、 ③街並み整備
環境保全
① 山、野の植樹・森林の育成、 ②河川の清掃・魚や蛍の棲む清流、
③街路の清掃、 ④歩行者天国、⑤クリーンエネルギー
協同奉仕
① 街頭キャンペーン、

②国際交流

