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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 5 月 19 日
今週の卓話

No.2291

地域と ともに輝きを」

国際ロータリー会長
ゲイリー C.K. ホァン

H27.5. 12 (No.2290 の例会記録)

（5 月 19 日）

「 株式相場の現状と見通し 」
ゲストスピーカー

池田泉州 TT 証券 堺支店長 清田 晋也 氏
営業 針間 慧太 氏
担当 谷中 清孝 会員

次週の予定
「

（5 月 26 日）

特発性正常圧水頭症について
堀部

」

邦夫

会員

ロータリーソング

「君が代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」

先週の例会報告
◆ 出席報告（5 月 12 日分）
会員数
特定免除

42 名

出席率

出席数

4名

36 名

その他免除

欠席者

2名

0名

94.74％

ニコニコ箱
裏面に記載

前々回 4 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 7 名
欠席者

0名

34 名

94.44％

35 名

その他免除
修正出席率

0名
100.00％

会長の時間

髙島

登

会長

本日は初めての新旧合同理事会が行われ、いよ
いよ次年度がスタートしました。例会後は新旧合
同、本年度最後のクラブ協議会が行われます。皆
様宜しくお願い致します。
ゴールデンウィークの 5 月 5 日は中之島にてロ
ータリーフェスティバルに参加して参りました。
御堂筋から土佐堀とパレードが行われ大変な盛り
上がりでした。
月曜日は早朝より住道駅前デッキにて春の交通安全キャンペーンが行われました。
大阪府の交通事故死者数が対前年比で増えているそうです。もちろん死者 0 が理想
ですが、一時期に比べれば日本の交通事故死者数は近年減少しています。
昨年の死者数は 4,113 人です。昭和 23 年から統計がとられていますが、最も多い
年は昭和 45 年、16,765 人です。今よりも人口が少なかったにも係わらず、今の 4
倍以上の人が交通事故で亡くなられています。昭和 45 年の前後の年も 16,000 人を
超えています。昭和 45 年当時自分はまだ免許も無く自転車に乗っていましたが、今
思えば相当危険な事があったかも知れません。
現在では道路が整備され車の安全性が向上した為、死者は大幅に減少しています
が、高齢者の事故は増えています。ロータリークラブの方も車で移動される事が多
いと思いますがくれぐれも事故の無いように安全運転を心がけて下さい。

幹事

理事会報告
【議

大東

弘・次年度幹事

大矢

克巳

題】

＜2014-2015 年度＞
1. 定款細則について
国際ロータリー2013 年規定審議会にて「標準ロータリークラブ定款」変更
に伴い自動的に当クラブ定款も変更となる。
2. 台北雙溪 RC 周年参加事業決算について・・・・・・・・承認
3. ネパール義捐金について・・・・・・・・・・・・・・・承認
4. その他
当クラブのクールビズ期間は 6 月１日～9 月 30 日までと再確認する。
＜2015-2016 年度＞
1. 次年度委員長変更について
規定委員長

角井会員

→

上田会員

ニコニコ箱委員長

大東会員

→

中野隆二会員

・・・・・承認

2. 次年度の例会休会日について・・・・・・・・・・・・・・・承認

２０１４～２０１５年度

●第６回クラブ協議会（新旧合同）開催●
５月１２日（火）例会後、第 6 回クラブ協議会（新旧合同）が開催されました。

委員会報告
◎ニコニコ箱
・誕生日

間

自祝

紀夫 委員長
堀部

邦夫

君

真一郎君

・結婚記念日

自祝

大川

・結婚記念日

自祝

池田

實

君

・結婚記念日

自祝

藤本

和俊

君

・結婚記念日

自祝

杉原

巨峰

君

・結婚記念日

自祝

柿木

篤

君

・新年度理事会がはじまりました 小川さん宜しくお願いします 髙島

登

君

・木村委員長写真をありがとうございます

大東

弘

君

・木村委員長、ネパール、台湾の写真をありがとうございます

小川

芳男

君

又、当選させて頂きました 大矢

克巳

君

木村

克己

君

東村

正剛

君

間

紀夫

君

伸

君

・1 ケ月お休みしましてすみません
・スワンー周年参加事業

無事終わりました

・中之島ロータリーデー

髙島会長、小川副会長

森岡会員、空門会員

お疲れ様でした

・本年度も残り少なくなりました

目標金額達成に向けて

皆様のご協力を宜しくお願いします
・メークアップなし

お詫び

5 月のお花
今月のお誕生花は先日の「母の日」に因んで
カーネションばかりのアレンジを致しました。
母の日は、アメリカが発祥で少女が母の命日に
花をたむけるところから始まったと言われて
おり、世界各国で行われるようになりました。
お誕生日おめでとうございます。
花言葉
カーネション
赤 － 欲望
白 － 貞節
黄 － 軽蔑
ﾛｰｽﾞ色 － 感動

感謝

山田

◎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「友愛の家」
：RI の年次大会の中で好きな
ものの一つは、友愛の家です。「有朋自遠方來、不亦楽乎」と言
います。国際大会ならではの楽しいイベントが沢山あります。サ
ンパウロでお会いしましょう。
☆特集：ポリオ

撲滅活動の最新事情

目覚ましい進展を遂げ

たポリオ撲滅活動：野生ポリオウイルス常在国はナイジェリア、
アフガニスタン、パキスタンの 3 か国。これまで培ったリソース
を最大限に活用最大限に活用：ナイジェリアでのエボラ出血熱への対応。
☆拓け、若者の未来を―――独自の奨学金を持つクラブ①

全国の「独自の奨学

金」を持つクラブに、設立の経緯や運営の実情、苦労したエピソードを発表。
☆ロータリーデー：国内各地の RC からのロータリーデーの活動報告
☆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」⑦

岡崎城南 RC（愛

知県）の「ミャンマーに広がる KIBOH の輪」です。ミャンマー出身の米山学友 キ
ョーキョーモーさんの教育が人材を育み国を変えるのです。
☆ガバナーのページ：第 2660 地区・泉

博朗ガバナーのお話が掲載。

【縦組みページ】
☆スピーチ：第 2680 地区・西播第 1 グループ IM 記念講演要旨
(2015 年 1 月 24 日)：岡山県立岡山盲学校講師 竹内 昌彦氏の｢見
えないから見えたもの」です。学校に行って学ぶのは、立派な人にな
るためです。困っている人のために自分を活かそうとするのが、立派
な人です。たくさん学んだ人が大勢の人を幸せにするのです。人の優
しい心の上に、学問を広げて、初めてみんなに喜ばれます。優しい人
になる。そういう人の周囲には人が集まってきて、幸せになります。
☆わがまち……そしてロータリーは山口県・萩市です。「‘まちじゅう博物館’の
城下町を世界遺産にと燃える」。萩 RC 会長田村充正氏による明治維新の跡を案内
記事。
☆友愛の広場：福岡城西 RC の「100 歳の現役会員の百寿お祝い例会」、等々
☆卓話の泉：大阪大淀 RC から「篆刻について」など
☆ロータリーアットワーク：全国各地区 RC からの多数の活動報告が掲載されて
います。第 2660 地区からは高槻西 RC から「厳寒下、市民マラソンの走路を警備」
が掲載されています。

投稿にご協力ください。

『石割桜

』

●日本の桜百選 21

石割桜は盛岡市街の中心にある盛岡地方
裁判所の前庭にある。11m もある巨大な花
崗岩を真っ二つに割ってエドヒガン の巨
木が生えており、幹回り 3m、高さ 5m で、
樹齢 360 年といわれる。
巨石に挟まれていても樹勢は旺盛で毎年
ほんの少しづつだが石を押し広げていると
いうから驚きである。まさに桜の奇観で、
天然記念物にも指定されている。

神奈川県小田原市入生田

◎国際奉仕委員会

木村

克己

委員長

雙溪扶輪社記念式典参加事業の報告
4 月 23 日～25 日の日程でメンバー９名と御夫人３名で雙溪扶輪社を訪問して来ま
した。初日の夜は２４周年記念式典へ参加。式典では姉妹クラブ締結式、WCS 事業
記念楯の贈呈式、記念品の交換等が行われました。２日目
の夜は台北 101 の 85 階レストランで行われた「RI 会長
代理歓迎晩餐会」へガバナーの林（Audi）さんのご招待
で参加させて頂きました。当該年度のガバナー主催で歴代
ガバナーが会長代理をお迎えするという設えで、通常では
経験できない晩餐会をおいしい料理と素晴らしい眺望と
共に楽しみました。３日目は朝８時過ぎから３５２０地区の地区大会へ参加しました。
来賓紹介では日の丸旗を先頭に中央の通路から壇上へ上がり、雙溪扶輪社のみなら
ず地区メンバーの熱烈歓迎を受けました。タイトなスケジュールでしたが、日台の絆
を深められた旅となりました。

ネパール大地震義捐金について
この度のネパール大地震を受けて大東 RC としましては、3 月にネパールで事業を
行った経緯もありますので、カトマンズ西 RC へ義捐金を送金したいと考ております。
前回の例会より義捐金箱を廻させて頂いており既に４５万円集まっております。メン
バー皆様のご協力に感謝致します。すぐにでも送金したい所ではありますが、現地は
現在でも混乱状態に有り Udaya 氏からも「来月くらいにお願いしたい」とのメール
を頂いていますので、今月一杯の例会では引き続き義捐金箱を廻させて頂きたいと思
います。皆様の更なるご協力をお願い致します。

◎インターアクト委員会

空門

満也

委員長

５月３日ロータリーフェスティバルを執り行いました、中之島まつりに大阪桐蔭
高校、インターアクトのメンバーと参加してまいりました。
当日は軍手とビニール袋を片手に清掃活動を行ったり、献血運動の声掛けを行っ
たりしました。

６月 7 日（日）にインターアクトクラブ新入生歓迎会が開催されます。
時：６月 7 日（日） １０:００～１６:００
※受付９：３０～
場
所：金光八尾高等学校・中学校
活動内容：記念講演(元インターアクター 竹内 信士氏)
グループワーク：コミュニケーションスキルアップ
チームビルディング研修他
日

『石部桜』

●日本の桜百選 22

この桜は会津若松駅の東、白虎隊の
史跡飯盛山の麓の畑の中にある。中世
の会津の領主芦名氏の重臣だった石
部治部大輔の館内にあったと伝えら
れるところから「石部桜」とう。
樹齢 600 年のエドヒガンで、地面
から８本に枝別れした幹の姿は見事
である。

福島県会津若松市一箕町八幡

先週の卓話

「

日本刀の美

」
加藤

敏明

会員

ここでは、簡単に日本刀の歩みについて述べます。
現在『日本刀』と聞いて一般的にイメージさせる
のは“反りのついた太刀（たち）”でしょう。その
太刀が出現したのは、平安時代中期以降からで、そ
れ以前は反りのない直刀（ちょくとう）が使われて
いました。この頃は、鍛練（たんれん）の技術が大
陸から伝播し『鉄』に対する新技法が活発化します。
日本刀の姿形は、平安後期より鎌倉・南北朝・室町・桃山・江戸初期・中期・幕末へ
移行するにつれて、大きく変化してきました。例えば、直刀は斬ることよりも突くこと
にその用法の特色があり、次の時代に出現した反りのある太刀は斬ることを主目的とし
ているなど、使い方の違いがはっきり現れてきます。その最大の要因は、戦闘様式の変
遷（へんせん）です。直刀期までの時代と違い、平安末期からは、反りのある太刀と弓
箭（きゅうせん）が馬上戦の最大の武器として威力を発揮しました。そして、合戦のた
びに改良・工夫がなされ、更に実用的効果をあげるため、研究・改善が行われてきました。
また、日本刀の製作は、平安後期から鎌倉時代にかけて、大和国・備前国・山城国・
相模国・後発の美濃国の 5 ケ国を中心として、各地に名工が輩出したことです。日本
刀の世界では、明治以降これを『五ケ伝』と呼ぶようになります。江戸時代の新刀期
になると、これに飽き足らず自ら学んだ伝法を合わせて新しい技法を誕生させる者も
各地に現れ、その技法は現代刀にも受け継がれていきます。
刃文の文様は、製作時代、刀工の系統、特色をよく現し、変化に富んだ刃中の様々
な働きを発見することに楽しみをもつ方があるでしょう。刃文には沸出来（にえでき）、
匂出来（においでき）などがあって、透かしてみると秋の夜空に輝く星のようにキラ
キラと見える『沸』、またぼうっとかすんだ天の川を望むように見える『匂』などと
言われています。これは刀工の美意識の集約とも言えるものです。
日本刀に悠久の歴史を感じる方もあるでしょう。日本刀は武器ではありますが、信
仰の対象ともなり、権威の象徴ともなってきました。日本の歴史の中で、日本刀は千
年を超えて大切に保存され、その果たされた役割は大きく、まさに日本の刀剣文化で
あるといえます。日本刀は『武士の魂』と言われ、日本刀を見て武士道も精神を感じ
る方もあるでしょう。
いまなお製作当時の姿を伝え、燦然（さんぜん）と輝いている日本刀は世界に類を
みない日本の文化財です。日本刀に美を感じることは、日本の文化を感じることでは
ないでしょうか。

