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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 27 年 1 月 13 日
今週の卓話
「

国際ロータリー会長
ゲイリー C.K. ホァン

H27.1. 6(No.2276 の例会記録)

（1 月 13 日）

薬物乱用防止教育の現状

次週の予定

今月のテーマ

」

小川

「

No.2277

地域と ともに輝きを」

芳男

会員

（1 月 27 日）

当クラブメンバーとして

「ロータリー理解推進月間」

ロータリーソング

」
「君が代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト体操」

岡本

日出士

会員
ニコニコ箱

先週の例会報告

裏面に記載

◆ 出席報告（1 月 6 日分）
会員数

40 名

特定免除

出席数

出席率

6名

32 名

その他免除

欠席者

2名

0名

94.18％

前々回 12 月 9 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

8名
0名

30 名

93.75％

32 名
その他免除

修正出席率

0名

100.00％

髙島

会長の時間

登

会長

新年明けましておめでとうございます。毎年
の事ですが、新しい年は気がひきしまる特別な
思いを感じます。今年も大川さんの元気な乾杯
を聞かせて戴き大変嬉しく思います。昨年 7 月
に 39 名でスタートしました本年度ですが、本日
新しく吉村さんが入会され 41 名になりました。
そして、先ほどの理事会で 2 名の新入会員が
承認されました。本年度基本方針で会員増強については純増 2 名を目標として参り
ました。これで純増 4 名となりますが、油断は禁物です。会員増強はクラブにとっ
て重要なテーマですので今後とも皆様方のご協力を宜しくお願い致します。
新年と言う事で、今年は未年でありますが、未年のお話はこの後の卓話で年男の
方がお話しして頂けると思います。
今年は西暦 2015 年（平成 27 年）、昭和で言うと 90 年になります。現在大東ロ
ータリークラブのメンバーは全員が昭和生まれです。10 年ほど前は大正生まれの
メンバーがいらっしゃいました。10 年後には平成生まれのメンバーがいるかも知
れません。いまだに「今年で昭和何年だから」と昭和の年数で考えてしまうのは私
だけではないと思います。
又、今年で終戦 70 年を迎えます。子供のころ「戦争を知らない子供たち」とい
う歌がヒットしました。今でも歌詞を覚えていますが、今では大東ロータリークラ
ブで戦争を知っている大人は 12 名しかいらっしゃいません。年が明けるのはめで
たい事ですが、又一年時が過ぎて行きます。昨今の日本は経済や外交、個人の考え
方やライフスタイル等世の中の変化が大変激しくなっているように思います。この
時代の移り変わりに取り残されないよう、本年度後半を進めて行きたいと思います。
本年度後半は、2 月にネパール、4 月に台北そして春の家族会。IM やロータリ
ーフェスティバル等まだまだたくさんの事業があります。理事・役員、委員長、そ
してメンバーの皆様のご協力のもと、しっかりと務めて行きたいと思いますので前
半と変わらぬご協力宜しくお願い致します。

大川会員による新年にちなんで一言、そして乾杯！

大東

幹事報告

弘

幹事

＜理事会報告＞
1.大阪阪桐蔭高等学校

卒業証書授与式お祝い(例年 20,000 円) ・・・承認

2.クリスマス会会計報告について

・・・承認

3.ロータリーフェスティバルについて
協力金 2,000 円×40 人＝80,000 円

予備費より支出

・・・承認

4.新入会員について
柿木 篤氏・西山 潤一氏 ２名を
5.学校法人

大阪産業大学

・・・承認

大阪桐蔭高等学校

ラグビー部・女子サッカー部・女子バスケットボール部
全国大会出場祝い金

50,000 円

予備費より支出

・・・承認

【報告事項】
四条畷ローターリークラブより

クラブ組織縮小と事務所変更について書面に

て通知がありました。

新会員紹介
吉村

茂君 を紹介いたします。

氏名：吉村

茂（よしむら

しげる）

生年月日：昭和 33 年 8 月 10 日

56 才

事業所名所：株式会社ベストライフ
所在地：大東市野崎 4-7-14
072-878-3191
職業分類：ビルメンテナンス
推薦者：髙島

登・中

恒夫・東村

正剛

委員会報告
◎ニコニコ箱
間
紀夫 委員長
・誕生日 自祝
岡本 日出士君
・誕生日 自祝
大西 寛治 君
・誕生日 自祝 今年も宜しくお願いします。
間
紀夫 君
・入会記念日 自祝
樋口 秀和 君
・在籍 自祝
大川 真一郎君
・在籍 自祝
松原 清一 君
・在籍 自祝
佐藤 多加志君
・在籍 自祝
空門 満也 君
・新年明けましておめでとうございます
髙島
登 君
・あけましておめでとうございます 本年もよろしくお願いします 大東
弘 君
・12 月 21 日付産経新聞朝刊に氏神の須波麻（スハマ）神社を
A3、1 ページ分で掲載して頂きました。
歴史の昔さを実感しました 感謝
大西 寛治 君
・新年明けましておめでとうございます
例年どおり伊勢に行ってきました
小川 芳男 君
・メークアップなし クリスマス家族会欠席 お詫び
松原 清一 君
・明けましておめでとうございます
又、一年間宜しくお願致します
杉原 巨峰 君
・年男の一年です。皆様改めて宜しくお願いします。
年末は木村会員、杉原会員 お世話になりました
東村 正剛 君
・昨年はお世話になりました 今年も宜しくお願いします
東野 喜次 君
・本年もよろしくお願いします
森岡 信晶 君

1 月のお花
新年明けましておめでとうございます。
今月の誕生日花は、1 月ということでお正月に因ん
だおめでたい花をテーマにアレンジ致しました。
お正月と言えば松。「歳寒の三友」と呼ばれ、竹・
梅と共におめでたい木とされています。
又、クラゲの様なオレンジの花はピンククッション
と呼ばれ、力強い初日の出の様にも見え、お正月の
アイテムとして欠かせないものとなっております。
花言葉は“成功”です。
お誕生日を迎えられる会員様を含め、当クラブの発
展、成功に向けての年でありますように……。
お誕生日おめでとうございます。

◎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「ロータリーについて話そう」
：ロータリアン
が自分たちの活動について語らなければ、人々がその活動を知ること
は決してありません。
地域社会に開かれ、
ロータリー家族を受け入れ、
楽しくさえあれば、それがロータリーデーなのです。
☆特集：ロータリー理解推進月間：ロータリーを知って情報発信 ①
アクセスお待ちしています---ホームページで情報発信 ②クラブの
個性とイメージの統一―――ロゴを活用して、視覚に訴えて一般の人
たちにロータリークラブを知ってもらいましょう。新しいロゴもあります。 ③ポー
ル・ハリスの生き方に学ぼう：ポール・ハリス著「抜粋 ロータリーへの私の道」復刻
☆ロータリーデー：第 2760 地区からのワールドフード＋ふれあいフェスタ＆ジャパ
ンロータリーデー活動報告。各地 RC 活動報告：茨木西ＲＣからは「茨木市民夏祭り
で」…ロータリーデーと位置づけ､ポリオ撲滅を訴え。
☆Rotary いま……「My Rotary」について：より深くロータリーを知ることが出
来ます、ロータリーの世界がどんどん広がります。ＲＩのウエブサイト！
☆心は共に：各地の地区および RC の支援活動報告
☆よねやまだより……「“よねやま”から広がる新しい世界」③ 貝塚コスモス RC
の「互いに学び合う喜び」です。韓国出身の元奨学生イ キリョンさんの‘アイデン
ティティー崩壊の危機を乗り越えて・韓国社会を変えていくために’です。
【縦組みページ】
☆スピーチ：2630 地区・熊野ＲＣ創立 42 年 2000 回記念一般公開
例会卓話要旨(2014 年 8 月 28 日)：智辯学園和歌山高等学校野球部監
督 高嶋 仁氏の｢育てつつ 育てられ」です。悔しさを知ると人間
は強くなります。監督の仕事は、選手を育てるのと同時に悔しさを
教えることでもあります。「高校野球は教育の一環で」とよく言いま
すが、勝負に負けたときは「勝負の厳しさ」を味わう瞬間でしかあ
りません。つまり「勝負事は負けたらあかん」ということです。
☆わがまち……そしてロータリーは静岡県・静岡市です。「富士には
月見草よりコスプレが似合う?」静岡 RC 小林武治氏による‘静岡市清水駅前銀座商
店街をコスプレの聖地にしよう’です。
☆友愛の広場：最上 RC の「インフルエンザのこと」、Rotary E-Club Sunrise of
Japan の「アマチュア無線で仲間を増やしませんか」等々
☆卓話の泉：大阪淀川ＲＣの「月の神秘」
、高知ＲＣの「JICA の中小企業海外展開
支援」など。
☆ロータリーアットワーク：大阪城東ＲＣ「地域の勤労学生を表彰し 40 年」など各
地区 RC から多数の活動報告
投稿にご協力ください。

先週の卓話
「

年男卓話

」
小林

誉典

会員

還暦を、迎えました。父親の還暦祝いがついこの間の様に思い出されます。日々
忙しいせいでしょうか、なかなか実感が伴いません。歳月ながらに思い返しますと、
24 才の歳男で医師免許を得てから、36 年間眼科一筋で過ごしてまいりました。眼科
を選んだのも手術が好きで、座りながら顕微鏡を用いてするなら、長く一人でもやっ
て行けそうに思えたからです。
最初の 10 年間は研究をしながらでも、和歌山の古座川病院まで出張して手術をし、
一方で、大学以外に半年から 1 年単位で済生会中津病院、松江赤十字病院、大津赤十
字病院に出向して、仕事をしていました。中でも、昭和 58 年に眼科３年目で赴任し
た松江日赤は今では考えられない一人医長でしたので、手術のトラブルをフォローし
てくれる上司もなく、自分ひとりですべてを解決しなければならない環境でしたので、
安全に手術を終了する為に真剣に考え抜いたいい時間であったと思います。
丁度この眼科 10 年目の頃から、今では白内障手術では常識となっている眼内レン
ズが広まり始めました。日本でほとんどすべての眼科医が初体験だったのですが、
我々世代はそれまでの大きな切開手術で基本をマスターしていますから、小切開手術
は問題なくこなせました。手術に自信が出てきたので、白内障、緑内障以外の硝子体
や角膜移植手術もやっていました。特に角膜移植は、眼球提供者から眼球を摘出する
ところから始まりますので、時間の制約があり手間も掛かりますから敬遠されがちだ
ったのですが、誰かがやらねばならないと若気の使命感があって頑張れました。
眼科 13 年目に眼科講師になってから、済生会野江病院の部長で出向。病院での手
術をこなす一方で、他病院の一人医長で出向している後輩の手術指導で、月曜から土
曜日までほぼ毎日手術室に入っている状態が続きました。手術室や道具が変わっても
体が対応できる、30 台後半から 40 台前半の最も元気溢れる頃でした。
又、この頃中国の留学生から声が掛かり北京友好病院へ行きました。彼の地では欧
米人と同じ扱いで臨時の中国の医師免許を発行してもらい、留学生に通訳で一緒に手
術室に入ってもらうその前に一言「今日の患者さん達は教授や政治家の関係者で、外
国人の先生の執刀ということで特別な料金を払っておられますのでよろしくお願い
します。」との事。中国はまだまだ、コネとカネ大きく幅をきかせているようで、一
般市民はどうなっていることやら。残念ながら、小生はホテルの宿泊とベンツ車での
市内観光（公安関係者同乗で渋滞なし）の接待のみで手術料は頂けませんでした。同
時期に訪れた山東省の省都済南近くの町（人口 100 万人）に病院は一つだけで、眼
科にはレーザーを始めとする手術機械が全くなく、何万人が視力不良で暮らしている

のかと想像すると、つくづく日本人で良かったと感じました。まだ他に、バヌアツや
ミヤンマーにも行って手術をしたこともあります。
そして 15 年前、45 才で手術のし過ぎでしょうか、手にゴム手袋のアレルギーが出た
のをきっかけに、縁あって現在の野崎に開業しました。勤務時代より手術件数も減った
せいか酷いアレルギー症状はなくなりました。開業後は基本的手技には変化ありません
が、手術機械も高性能になっているので後 10 年は続けられると思っております。
今後共、よろしくお願い申しあげます。
橋本

正幸

会員

還暦を迎え、気の引き締まる思いです。これま
で周りの方々に支えられ、過ごすことができまし
た。戦後１０年が過ぎ日本が年々成長する時代の
中で生まれ、高度成長やオイルショック、バブル
経済、バブル崩壊、リーマンショックと数々の経
験をする６０年でした。
１９５５年（昭和３０年）の政治は、日本社会
党が左右両派に分裂をしていたのを統一し、自由党と日本民主党が保守合同して自由
民主党を結成しました。以降日本政治は、自民党が代表する保守と社会党が代表する
革新の対決する構図、いわゆる「５５年体制」が始まりました。
国内では、素材がアルミニュウムの１円玉硬貨が発行されました。デザインは一般
公募され、表面には「若木」、裏面の「１」は大阪在住の方が選ばれました。
この年に大きな事件「森永ヒ素ミルク事件」が発生して、友人にも被害者認定をさ
れました。日本経済が急激に回復する中で、正しい栄養摂取のあり方、母乳成分の研
究、新しい技術の導入など母乳に近づけるため牛乳の成分そのものの置き換えを認め
る規格が昭和３４年「特殊調整粉乳」として制定されました。
東村

正剛

会員

新年明けましておめでとうございます。
2008 年 1 月に入会させて頂きまして、丸 7 年が
経過しました。8 年目ということでロータリーク
ラブでも中堅の世代になってきました。親睦委員
会の委員長を今年は仰せつかっており、約半分も
経過していますが、残り半分を一生懸命髙島会長
を盛り上げていきたいと思います。来年度は親睦
活動委員会を卒業し寂しくなりますが、次世代の会員の増強に努力していきたいと考

えております。
未年生まれの人の性格は、性格が優しく穏やかな人情家で、一見大人しそうに見え
ても芯の強さを持ち、ファイトがあるとされています。財テクの才に恵まれ、財を成
すことに向いた人が多い反面、浪費癖も・・・。私生活を大切にするので、結婚後の
家庭生活は安泰です。
未年は、ひのえ馬の翌年という事でベビーブームで受験等が大変な年まわりだった
と思います。
最後に私事ですが、弊社は 115 周年を迎えます。4 世代にわたり、地域の皆様に支
えられて、今日があります。周年ということで、何か新しい事にチャレンジして、未
来へ繋げていきたいと考えています。
今年も皆様には、ご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。
森岡

信晶

会員

あけましておめでとうございます。
12 年前独立、デザインとホームページ制作の
会社を立ち上げました。
現在会社は 12 期目。その間、IT 業界進化は
目覚ましく、私たちを取り巻く環境も激変しま
した。2003 年平成 15 年当時を思い返せば、会
社で一人 1 台の PC が導入され始めたころでし
た。1 メガ 3.5 インチのフロッピーディスクがまだ主流。会社の大切なデータを保管
していてことを覚えています。それが、CD、DVD と進化して、現在ではファイルサ
ーバよく見かけるのはモノの容量の単位は、TB(テラバイト)百万倍の大きさです。こ
の 10 年数年の成長速度。これがますます加速していくのは間違いありません。今か
ら 30 年後 2045 年にはコンピュータが人類の能力をしのぐという説もあります。今
までの社会通念や商売の感覚を捨てさり、今年生まれた子供たちが 30 歳になったと
き、それは間違いなく、デジタルを水や空気のように感じる世代といえます。
この世代にむけたサービスづくりをしていくのが私たちの仕事として取り組んで
います。
皆様ご指導よろしくお願いします。

