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四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
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

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3. ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。
第 1234 回例会報告 （5 月 25 日）

＜本日のプログラム＞
第 1235 回例会／2011 年 6 月 1 日

■ロータリー・ソング

本日の挨拶
「ありがとう」（日本語）
標

■来賓紹介

語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」
「地域を育み 大陸をつなぐ」

■出席者報告
第 1234 回例会

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の いはほとなりて
苔のむすまで

SAA 横山会員
SAA 松本(圭)会員
SAA 花原会員
ライフ・リバー代表
畑野 研太郎 様
森田 晴夫 様
辻本 嘉助 様
SAA 横山会員
2011 年 5 月 25 日

会員数 37 名
出席率 72.97％
出席数 26 名
欠席数 10 名
出席免除会員数 1 名
第 1233 回例会（5/18）
メ－クアップ 6 名 修正出席率 81.08%
5/08 鋳方会員
5/14 櫻井会員
5/08 松川会員
5/14 横山会員
5/14 遠藤会員
5/14 吉田会員

話
「我が国の入管行政」
元大阪高検検事長
中尾 巧 弁護士

「地域を育み、大陸をつなぐ」

本日の卓話ゲスト
京都東 RC
会 友

国歌斉唱 「君が代｣

卓

■司会進行
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レイ・クリンギンスミス
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■会長の時間

村木

茂

■今月のバースデーロータリアン

６月２０日
６月２３日
６月２６日
６月３０日

本日も、環境保全委員会についてお話します。尐なくと
も私が入会してからは、名ばかりで一度として環境保全委
員会の活動がなかったのですが、今年度の森田環境保全
小委員会委員長は、例会時の食事に毎回新しい割り箸を
使うのを止めようと、マイ箸の導入を決定されました。森田
委員長は、錆ついて全く動かなかった歯車を動かしたので
す。これはすごいことだと思います。次回あたりから、例会
での食事にマイ箸が登場するのではないかと思います。た
しかに、我々のマイ箸制度の導入は、本当に些細なことか
も知れません。でも、もし、全国のレストラン、食堂から割り
箸がきえるようになれば、すごい環境保全になることに間
違いありません。まずは、率先して実行し、それを普及させ
ていきましょう。
何度も申し上げていますように、これからのロータリーク
ラブの中心は間違いなく環境問題と青尐年活動を中心と
する新世代部門です。当クラブは、今年度２回にわたり、
沢山の会員のご参加の下、真剣にこの問題を議論してき
ました。このように委員会を何とかしようと集まり、議論する
ことは、かつてなかったことと思います。どうか議論だけに
終わることなく、次年度以降、環境と新世代は新大阪ロー
タリーに聞け、と言われる様、多いに頑張っていただきた
いと思います。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米
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2,000 円
195,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

2,000 円
19７,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

告

■SAA
稲田会員

「地域を育み、大陸をつなぐ」

岡田会友
大石会員
川内会員
浜 会員

2010～11 年度

花原 会員
長期欠席のお詫び。
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委

員

■職業奉仕委員会

会

報

卓 話

告

北野 克美 委員長

今年度第２回目の出前授業を下記の通り行います。
（テーマ） 大阪市立 豊里小学校 出前授業
（目的）
「何かを作るということは、楽しい事であ
る」というテーマで、世界や日本の建物，住まいをコンピ
ューター映像などを使って紹介する。
そして、「作ることの楽しさを子供たちに伝える」
時間があれば、自分の関わった建築物、現在かかわ
っている
震災後の東北での活動なども紹介したい。

「ライフリバーの活動について」
ライフリバー代表
畑野 研太郎 先生

（日時）

平成２３年 6 月３日（金）
午前１４時４５分－１５時半
（場所）
大阪市立豊里小学校
（方針）
豊里小学校６年生児童約 120 人に対し
て多目的ルームにおいて当クラブの会員の建築家松
本 正氏より語っていただく。
■幹事報告

幹事 安井 一男

1. 東日本大震災、先々週の 30 万円の大口寄付に続
き、先週 10 万円の大口寄付が大石会員よりありまし
た。
有難うございます。これで、現在約 140 万円の義援
金が集まりました。引き続き、30000 円/会員以上の
ご寄付をお願いします。
2. 5 月 20 日（金）３時ごろ、現在、東日本大震災のＭＧ
のパートナーとして、支援の内容を協議しております
福島中央 RC 芳賀様が当事務局へ来られました。
MG の書類と、創立記念誌、震災の記録冊子、新聞
などと、お菓子を持ってこられました。幹事は所用で、 いつもお支えをいただきましてありがとうございます。今年
もお会いできて幸せです。今日もライフ・リバーの働きにつ
面談出来ませんでした。
いて尐し紹介させていただきます。ライフ・リバーは、皆様
のお支えによりバングラデシュの貧しい方々に医療費援助
3. 本例会終了後、臨時理事会開催のご案内
を行なっています。今までは、働きの中心であり皆様も直
接に病棟のベッドの御寄贈をしていただきましたチャンドラ
■東日本大震災義援金報告
５月２５日 ４６，３７０円
ゴーナ病院のことを御紹介してきましたが、今回はもう一ヵ
所のマイメンシンでの働きについて御紹介させていただき
３月１６日～５月２５日累計 ７６５，３７０円
ます。
まず、全体の御報告ですが、2010 年には、チャンドラゴ
ーナ病院（以下 CHC と略)の外来患者 3522 人、入院患者
464 人の支援ができました。金額としては約 345 万円でし
た。もう一つのマイメンシンの方は、病院ではありませんの
で、貧しい患者さんが地元の医療機関を受診したり薬を買
ったりといったことを支援しています。支援の中心にいて働
いてくれている方々は、テゼ修道会（フランスに本部のある
男子修道会）の修道士さんと日本キリスト教海外医療協力
会(以下 JOCS と略）から派遣されている看護師さんと理学

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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療法士さんです。
このマイメンシンに住むブラザー達は私がバングラデシ
ュに派遣されるよりずっと前からバングラデシュで生活され
ている方々で、10 年間のバングラデシュでの生活の中でも
親しくお交わりをいただいていた方々です。2010 年には、
このマイメンシンでの働きのために約 124 万円を送金しま
した。対象となる方々は正確に把握できただけでは 65 人
ですが、非常に小額で人数として判別できない方々を含
めると 100 人を超えると思われます。
発展途上国で最もネグレクトされているのが障がい者の
分野です。ブラザー達は、多くの御近所の貧しい方々と交
わるうちに、この障害をもつ方々のための働きを始められ、
そこに JOCS からの医療ワーカーがお手伝いに入るように
なったのです。そのうちに、障がい者の中でも最もネグレク
トされている知的障がい者のための働きも始められました。
現在は、障がい者コミュニティーセンターと 3 つの施設が
働いています。3 つの施設とは、ショプノニール(夢の家：身
体障がい者）アシャニール(男性知的障がい者）プシュポニ
ール(女性知的障がい者）です。そして、JOCS から派遣さ
れている岩本看護師を実質上の中心として、この知的障
がい者の施設は、バングラデシュ最初のラルシュとして、
正式にラルシュからも政府からも認可されました。知的障
害を持ちこの施設で生活している方の中には、ちょっと考
えられないことですが、本当にゴミ箱に捨てられていた子
供もおられるのです。その他の人々もそれぞれに様々な
困難の中で今の命があるわけです。
最後に、この度の大震災を私達はテレビの画像を通して
ではありますが、実に深刻に切迫感をもって実感しました。
同時に、恒常的に様々な困難の中に生きておられる世界
の方々のことを、同じだけのリアリティをもって感じ得ないこ
とに気づかされ、罪の意識を感じています。これからもライ
フ・リバーの働きや JOCS の働きをつうじて、できることを行
ない続けていきたいと思っています。いつも御協力いただ
き、共に歩んでいただいておりますことを心から感謝いたし
ます。

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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新大阪ＲＣ会員からのあれこれ話
～特別寄稿コーナー～

Ｎｏ．９

「３大奉仕クラブの概要」
安井 一男 会員
お知らせ
月に約１回のペースで掲載して参りました「会員からの特
別寄稿コーナー」も今月で最終回となりました。
今回は、安井幹事より、３大奉仕クラブの概要について
投稿していただきましたので、別冊としてお届けします。
ぜひご覧下さい。
今までに原稿をお寄せいただいた会員名
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

松本圭右会員
村角末義会員
安井一男会員
飯原啓吾会員
森田智博会員
井内雅敏会員
浜 博英
松尾 寛会員
安井一男会員

今年度ご寄稿下さいました皆様、楽しい誌面作りへのご協
力、誠にありがとうございました。
会報委員長 浜 博英
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＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

本日のメニュー

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

震災支援メニュー
松花堂
刺身盛り合せ
鰤の照り焼き
揚げだし豆腐
チキンのグリル焼きとりソース
ご飯
香の物
味噌汁
フルーツ

次週のプログラム

第 1236 回例会／2011 年 6 月 8 日
◆挨

社会奉仕委員会より

引き続き震災義援金のご寄付を
よろしくお願いします。

拶
「ありがとう」（日本語）

◆ロータリーソング 「それでこそロータリー」
◆卓

話
新旧各委員会引き継ぎ

予定表

月

日
６

７

曜日
１ 水 第１２３５回 例会

８
１２
１５
２２
２６
２９
１

水
日
水
水
日
水
水

予定
外部卓話 「我が国の入管行政」
元大阪高検検事長 中尾 巧弁護士
第１２３６回 例会 新旧各委員会引き継ぎ
歩こう会「金比羅作戦」第３回
第１２３７回 例会 メンバー卓話 松尾会員
第１２３８回 例会 一年を振り返って 会長・幹事及び理事
第２２回 健康家族の会
例会 休会
第１２３９回 例会 新年度挨拶 中川会長・村角幹事

時間他
１３：３０～定例理事会

９：３０阪急三宮東口下車北側広場集合

１３：３０～絵画クラブレッスン
行先未定

１３：３０～定例理事会
イラスト提供：イラスト素材桜屋他

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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