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■ 会長／中川 建司 幹事／村角 末義 会報委員長／稲田 正伸 会報副委員長／生尾 雅美
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 1267 回例会報告 （2 月 15 日）

＜本日のプログラム＞
第 1268 回例会／2012 年 2 月 22 日
本日の挨拶
「リーホー 汝好」 （台湾語）
標
語
「Reach Within to Embrace Humanity」
「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

ロータリーソング 「理想に燃えて」
ロータリー ロータリー
理想にもえて
ロータリー ロータリー
心 ひとつに
虹のように美しくひろがるロータリー
ロータリー ロータリー
ともに あゆもう
卓
話
１．「座禅の作法」
２．「土壌汚染対策法のしくみ」
～あなたの土地は大丈夫？～
松田 雅治 様

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■司会進行

SAA 片岡 会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田 会員

■来賓紹介

SAA 吉田 会員

大井手 豊 様・松田 雅治 様・吉田 智行 様
小林 平 様・松田 理紗子 様・村角 克恵 様
松本 敦子 様・吉田 文子 様・片岡 仁美 様
（順不同）
■出席者報告
第 1267 回例会

SAA 片岡 会員
2012 年 2 月 15 日

会員数 37 名
出席数 23 名

出席率 75.68％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1266 回例会（2/8）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 86.49%
1/27 大石会員

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

新大阪ロータリークラブ
■会長の時間

会長

中川 建司
2012.2.15

邦共和国)
（故人）マリア・ド・エスピリト・サント・ダ・シルバ(ブラジル連
邦共和国)
「畠中重篤氏、フォレストヒーローズに選ばれる」
夫婦でアマゾン熱帯雨林の違法伐採への反対運動に取り
組みました。
新大阪ロータリークラブでは宮城県気仙沼市舞根の集 3. 畠山重篤氏のプロフィールと功績
会所建設に援助をしましたが、この地区で牡蠣養殖業を • NPO 法人「森は海の恋人」理事長、エッセイスト、京都大
営んでいる畠中重篤さんが、「フォレストヒーローズ」に選 学 フィールド科学教育センター社会連携教授、農林水産
ばれました。
省 政策評価第三者委員会 委員。
国連森林フォーラム(UNFF※)は、2011 国際森林年に際し、 • 地元で平成元年から植樹を続けられ、気仙沼湾に注ぐ
世界中から森を守るため地道で独創的な活動をしている 大川上流には約 3 万本の落葉広葉樹が植えられました。
功労者を募集し、「フォレストヒーローズ」として顕彰する事 • また、川の流域に暮らす子供たちへの環境教育の重要
業を実施しました。
性を感じ、平成 2 年から体験学習を開始しました。今まで
これに対し世界 41 ヶ国から 90 名の応募があり、2 月 8 日 に招いた子供たちは、10,000 人を超えます。
（現地時間）、2 名の特別表彰者（故人）を含む 8 名の受賞
者が発表され、アジア地域からは、農林水産省が推薦した
林野庁ＨＰ より
畠山 重篤氏(宮城県)が選出されました。
受賞者は、2 月 9 日（現地時間）に国連本部(アメリカ合衆 ■東日本大震災義援金報告 ２月 １５日 ４，０００円
国ニューヨーク市)で開催される国際森林年クロージングセ
レモニーにおいて表彰され、今後、映像等を通じて全世界
に活動が紹介されます。
※UNFF:United Nations Forum on Forests
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
国連森林フォーラムは、世界の森林の持続可能な推進を
遠藤会員、片岡会員、安井会員、山本会員
目的とし 2000 年に国連経済社会理事会において設立が
決定された常設の委員会で、森林に関する世界的な取り
組み課題の検討が行われています。
本日の合計
4,000 円
2. フォレストヒーローズ受賞者一覧
今年度累計
120,000 円
<アジア地域>
畠山重篤(日本国)
牡蠣、帆立養殖業のかたわら「森は海の恋人」をテーマに
気仙沼湾上流の植樹を続けています。
米
山
ボ ッ ク ス
<アフリカ地域>
ポール・ゼカ(カメルーン共和国)
遠藤会員、片岡会員、安井会員、山本会員
1990 年に養蜂と自然保護の団体を設立し、30 の農村を支
援。約 69 万本の植樹を行いました。
本日の合計
4,000 円
<欧州地域>
今年度累計
124,000
円
アナトリー・レベデフ(ロシア連邦)
環境活動家。固有生態系を脅かす建設工事に反対し、ス
ギ林の禁伐措置に結び付けました。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
<中南米地域>
パウロ・アダリオ(ブラジル連邦共和国)
池田 会員
森林減少に対処するためアマゾンのデニ部族の土地利用 ■SAA
を支援。160 万 ha の原生林を守っています。
遠藤会員 本日都合により早退いたします。
<北米地域>
片岡会員 大石さんのお話し楽しみにしていま
リアノン・トムティシェン(アメリカ合衆国)
す。
マディソン・ボルバ(アメリカ合衆国)
田中会員
誕生日の記念品有難うございました。
11 歳からオランウータン保護に取り組み、現在はガールス
中川会長 大石さん本日の講演よろしくお願いし
カウトとして「持続可能なクッキー」の普及に取り組んでい
ます。
ます。
久富会員
楽しい旅になりました。ご協力ありがと
<特別表彰>
うございました。
（故人）ジョゼ・クラウジオ・リベイロ・ダ・シルバ(ブラジル連
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－2－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー
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松川会員
村角幹事

カキ美味しかった。ありがとう。
大石さん、本日卓話、宜しくお願いし
ます。
カキ食べすぎて痛風が心配。楽しか
った、ありがとう。

に出してみるとわかりやすい。
ウオークマン、プレイステ以来何もこれといったものを生
み出していない。｛パソコンではＶＡＩＯ－これも１５年前に
吉田会員
発表｝
世界の任天堂然りである。マーケティングにおいてもいま
だに一部のアジアと欧米中心主義から抜け出せず、グロ
■幹事報告
幹事 村角 末義
ーバル化といいながら地球戦略がない。
人口動態を見ても明らかなように変化のスピードも速く数
１．大阪箕面ＲＣより春のライラの案内が届きました。５月３ 十年先で７０億から９０億に地球の人口は増加する。その
日（木・祝）～５月５日（土・祝）の３日間、箕面勝尾寺に 時は日本の人口は９０００万と減少している。世界に占める
て開催されます。ご子息、お孫さん、或いはご推薦の青 人口は現在の３％から１％となる。増えた人口の予測は２０
少年のご参加をよろしくお願いします。
億人中八千万が欧米であとの１９億２千万が現在の発展
途上国である。
これらの世界でどこに消費者がいるのか、ビジネスチャン
スがあるのは明らかである。その分野においても既に早く
卓 話
からビジネスを展開している中国、韓国製品に大きく遅れ
をとっている。
公開卓話
また、昨年のサムスンを中心とする韓国連合とトヨタを中
「日本経済の復活に若者の力を」
心とする日本連合との戦いは韓国勢の圧勝で終わった。
大石 博雄 会員
つまり 強いものや賢いものが生き残るのではなく、変化
に対応できた生き物だけが生きることが許される。と言う
ダ―ウインの説を待つまでもない。
日の丸技術を世界に誇った日本はどこへいってしまった
のか？－世界は完全に変わってしまった－という認識を持
たない限り、この国に先はない。
何故負けたのか？
情報化－ネットワーク対応に遅れてしまったと言うことだ。
これは世界の勝ち組をみれば明らかだ。わずか１４年前に
創業した世界のネット情報、携帯市場の勝者となった。
上場申請をして話題をさらったフェイスブックのサイト仕
様を公開し、誰もが自由に情報サービスを提供できる仕組
みで世界の標準バージョンになる勢いだ。
アップルはネットを使った新しい娯楽の仕組みを考え、
次々と新製品を送り出し世界で圧倒的な支持を得ている。
その勢いで最近ではテレビ市場にも進出を果した。このよ
うな流れのなかで新しい日本の戦略を練り立ち向かえるの
は若い世代以外にない。
つい先日にも 51 歳｛決して若くはない。｝平井一夫氏がソ
ニーの社長就任予定の記事がマスコミに流れると論調は
日本経済がおかしくなって２０年がたち、今も復活の気 まだ懲りずに経験不足を指摘する声が多い。まだ過去の
配がよく見えない状況が続いている。
成功体験から脱してはいない。技術や産業が既に固定化
われわれ日本人は負けを認めたくにない民族であり、 されている社会では継続第一だが、ネットとか新しい環境
政府も企業も撤退、転進、移行、後退とかあいまいな言葉 の下ではスピードと柔軟なしたたかさ、オープンで自由な
で事実を敗北と認めていない。
発想が絶対条件である。三大条件を武器に出来るのは若
今からは敗北を認めた上で再建をやらなければならない。 者しかいない。
２０年前までの工業化時代は日本は世界の寵児であり全
日本がデジタル時代－ネット時代で世界に対し巻き返し
盛期の日本は世界経済の１８パーセントを握っていた。
ていくには、企業においては若い人材の登用、一般社会
{今は中国にも抜かれ８％}
においてはやる気のある若者を支援する体制作りが不可
当時アメリカと合わせて４４％となり、この２国の動向が世 欠である。幸いなことにこの新技術を理解し使いこなす若
界経済を動かしていたのは紛れもない事実であった。それ 者は日本には多い。
が情報化時代に入り立ち遅れが目立ちだし、ソニーを例 後は応援する体制をいかに作れるかにかかっている。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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親睦委員会よりご報告

「親睦委員会主催

牡蠣ツアー」
2012.02.11

２月１１日、好天に恵まれ男性１４名、女性７名は観光バスで一路室津に向け出発しました。JR
龍野駅で男性１名をピックアップし、先ずは、ひとめ二万本の綾部山梅林へ。観梅機関の初日で人
が少なく、神戸新聞の記者に我グループの女性達は取材されていました。残念ながら白梅、紅梅一
本ずつしか咲いていませんでしたが梅林から眺める瀬戸内海と甘酒のサービスで心休まるひとと
きでした。
いよいよ播州室津の「住栄丸」での「牡蠣のフルコース」の昼食。生ガキのあまりの美味しさに
感動しきり。テーブルの網の上で焼いている殻付き生ガキから飛び出す液で、やけどをしたり洋服
に付いたりする度に女性達は「キャー！キャー！」と言いながら食べていました。一人十個は食べ
たでしょうか。カキフライ、カキごはんとカキを満喫しました。帰り道「あいおい白龍城」でおみ
やげを買って、皆無事に大阪へ帰ってきました。
和気あいあい良く食べ、良くしゃべり、本当に楽しい一日でした。
お世話頂きました親睦委員の方達、ありがとうございました。
（文：田中親睦委員）

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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「RI 第２６６０地区第６組 ２０１１年度インターシティミーティング」
が３月１０日(土)ホテルグランビア大阪にて開催されます。
ご出席予定の方は再度スケジュール確認をお願い致します。

新大阪 RC 出席予定会員
中川会長・村角幹事・片岡会長エレクト・横山副会長・村木直前会長
鋳方会員・生尾会員・池田会員・北野会員・田中会員・谷口(光)会員
花原会員・久富会員・松川会員・松本(圭)会員・松本(正)会員
安井会員・山本会員

計１８名

出席予定ではなかった方で出席可能になった場合や、予定変更
がありましたら事務局までお申し出ください。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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次週のプログラム

本日のメニュー
鰆の酢〆綿野菜添え
お刺身盛り合せ
黒ムツの柚庵焼き
金目鯛の煮付け
豚の角煮
ご飯
香の物
味噌汁
フルーツ

第 1269 回例会／2012 年 3 月 7 日
◆挨

拶
「チャオ・アム(相手男性) Chào anh
チャオ・チ(相手女性) Chào chi」
（ベトナム語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓

話
あがたのいぬかいたちばなのすくね

「県 犬 養 橘 宿 禰 三千代」
村木 茂 会員

次週２月２９日は例会 休会です。
次回３月７日は

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

ガバナー補佐訪問(２回目)です。

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。

全員出席をお願いします。

予定表

月

日
２
３

曜日

予定

時間他

２２

水

第１２６８回 例会 「座禅の作法」・「土壌汚染について」 松田雅治様

３月３日（土）京都銀閣寺にて座禅の会を予定

２９

水

例会休会

SAA 来客担当会員よろしくお願いします。

３

土

座禅の会 於 京都銀閣寺

１８：００～

７

水

第１２６９回 例会 ガバナー補佐訪問 卓話 村木会員

１３：３０～ 定例理事会

１０

土

ＲＩ第２６６０地区第６組インターシティミーティング 12：00 受付開始

13：00～17：00 於Ｈグランビア大阪

１４

水

第１２７０回 例会 「你是我的兄弟」の練習(予定)

１５

木

～１８(日)台北市中興 RC 創立２０周年記念式典参加ツアー

於台北グランドハイアット

２１

水

第１２７１回 例会 卓話 「CS 経営」 安井会員

１３：３０～絵画クラブレッスン

（ MU 受付 12：00～12：30 ）

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/・Miho’s house 他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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