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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
Date 2012.3.14

Ｎｏ．1270
＊＊＊ 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

＜本日のプログラム＞
第 1270 回例会／2012 年 3 月 14 日

＊＊＊ 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 1269 回例会報告 （3 月 7 日）
■司会進行
SAA 北野 会員
■ロータリー・ソング

本日の挨拶
「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）
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 「限り道なきロータリー」
奉仕の理想 胸に秘め
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー

会員数 37 名
出席数 25 名

SAA 北野 会員
2012 年 3 月 7 日
出席率 78.38％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 4 名

ガバナー補佐 佐藤 俊一 様

博愛を広げるために」

■来賓紹介
SAA 稲田 会員
RI 第２６６０地区 IM６組ガバナー補佐
佐藤 俊一 様（大阪鶴見 RC）
RI 第２６６０地区 IM６組ガバナー補佐エレクト
平田 達男 様（大阪淀川 RC）
大阪梅田 RC
池田 佳弘 様
大阪淀川 RAC
末松 由妃代 様
大阪淀川 RAC
藤原 恵美 様
■出席者報告
第 1269 回例会

卓
話
台湾歌「你是我的兄弟」の練習

「こころの中を見つめよう

SAA 吉田 会員
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第 1268 回例会（2/22）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 83.78%
2/11 村角会員
2/11 湯浅会員
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
2012.3.7

あるそうです。
金閣は世の中を表していると言われ、 一番下の一層には
貴族がいて、その貴族を押さえ込むように二層には武士が
いる。そして、それらを支配するのが仏教であり、全体を支
配しているのが、今まさに 天に向かって羽ばたこうとして
いる鳳凰（義満）であるということだそうです。
銀閣寺も相国寺の境外塔頭であり、１４９０年に八代将軍
足利義政が建立しました。正式名称は慈照寺です。境内
にある「観音殿」を銀閣と呼び、その他の建物を含めて銀
閣寺と呼ぶそうです。
銀閣寺には銀箔が張り詰められていません。観音殿は
黒漆が塗られていますが、銀箔は使われていません。経
済事情が許さなかったとか、銀箔を貼る前に義政が死んで
しまったとかと、漆が日光の加減で銀色に見えたとか、
様々な説があるそうです。
相国寺・金閣寺・銀閣寺の歴史などはいくらでも詳しい
北野会員・村角会員 PHF 認証、生尾会員米山功労者認
解説があるかと思いますが、少し勉強してから行かれると
証おめでとうございます！
谷口（光）会員米山カウンセラーを１年間務めていただき、 新鮮な気持ちで見ることができると思います。
ありがとうございました！
ガバナー補佐エレクト

先週の土曜日、松本正会員からご紹介いただいた松田
平田 達男 様
さんに段取をしていただき、会員と奥様方の合計１０名で
（大阪淀川 RC）
銀閣寺へ座禅を組みに行ってきました。
2 月２２日の卓話の時間に松田さんから銀閣寺での座禅
についてご説明を頂きましたので、皆さんも内容はご存じ
かと思います。
我々以外に約１０名の常連と見受けられる方が来られて
いました。３０分二本、その間に少し休憩をいれて合計１時 淀川 RAC
間。あっというまに終わりました。感想としては、無になると 末松 由妃代 様（右）
いうのは難しい、空とはわからないという心境です。しかし、 藤原 恵美 様（左）
参加された皆さんは少し気持がすっきりされた様子で。こ
れも座禅の功徳かと思われます。しかし、その後がいけま
せん。綺麗になった体に、お酒とおいしいものを頂いて、
またどっぷりと俗世に浸ってかえって参りました。
ところで、せっかく銀閣寺へ行きましたので復習してみま
しょう。松田さんのご説明にもありましたが、銀閣寺の本山 ■東日本大震災義援金報告 ３月 ７日 ４，０００円
は「相国寺（ショウコクジ）」というお寺です。これが余り知ら
れていないようです。１３９２年に室町幕府三代将軍足利
義満が建立しました。臨済宗相国寺派本山です。京都御
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
所から同志社大学を挟んですぐ北側にあります。もともと、
北野会員、谷口会員、中川会員、久富会員、
同志社大学も相国寺の境内地です。最盛期は、室町一条
村木会員、村角会員
に総門があり、北は御霊神社の森、東は寺町、西は大宮
本日の合計
6,000 円
通りにわたり、約１４４万坪の面積があったとのことです。
今年度累計
129,000 円
金閣寺は相国寺の境外塔頭であり１３９７年に足利義満
が建立したもので、「鹿苑寺」というのが正式名称です。
金閣は三層構造になっており、この三層はそれぞれ異な
米
山
ボ ッ ク ス
る建築様式になっています。
鋳方会員、北野会員、谷口会員、中川会員、
一層 藤原時代の寝殿造りで客殿または座禅の間
久富会員、村木会員、村角会員
二層 鎌倉時代の武家造りで観音像が祀られる
本日の合計
7,000 円
三層 中国風禅宗仏殿造りで仏舎利を安置する
今年度累計
134,000 円
このような造りになっているのにも、しっかり とした理由が
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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ニ コ ニ コ 箱
■SAA

報

告

卓

話

花原 会員

大阪梅田 RC 池田佳弘様
ロー ターアク ト
をよろしくお願いします。
飯原会員 先週出て来たら、例会は休みでした。
記念に宝くじを買って帰りました。
井内会員 月初にて。
鋳方会員 ３月に入り、少しずつ暖かくなってき
ました。健康に注意して、仕事やスポ
ーツにはげみましょう！
稲田会員 月初にて。
北野会員 京都に座禅に行ってきました。久しぶ
りの静けさ。いいものです。
櫻井会員 月初にて。
谷口会員 今日は結婚記念日です。（３６回目）
金婚式まだまだです。
中川会長 佐藤ガバナー補佐、平田ガバナー補
佐エレクト訪問ありがとうございます。
花原会員 妻の誕生日においしい果物と野菜を
ありがとうございました。
久富会員 座禅の会楽しかった。雑念を減らす
術少しは体得できたか？
松川会員 ガバナー補佐をお迎えして。
松本（圭）会員 ガバナー補佐をお迎えして！
村木会員 佐藤俊一ガバナー補佐をお迎えし
て。
村角幹事 佐藤俊一ガバナー補佐をお迎えし
て。
森田会員 妻の誕生日に、おいしい野菜を頂き
ました。有難うございました。
安井会員 昨日のゴルフの３位の賞金です。

「RI 第２６６０地区の組織について」
RI 第２６６０地区ガバナー補佐
佐藤 俊一 様

本日は佐藤俊一ガバナー補佐に地区組織についての卓
話をして頂きました。以下内容の要約です。

１．地区ではガバナーが RI の唯一の役員
２．RI の情報を伝えるのが地区の大きな役割
３．クラブ単位でできないことを地区が行う。
・青少年交換
・米山奨学会
・財団学友
・地区補助金 など
４．日本には３４地区があり、最少地区は秋田の１０００人
台、最大地区は愛知の４０００人台。当２６６０地区は３
６６５人。
５．ローターアクトについて
■幹事報告
幹事 村角 末義
提唱していないクラブが近隣の提唱クラブをサポート
するべき。
１．IM 第６組インターシティミーティングは３月１０日(土)で ６．R 財団について
す。午後１時までにホテルグランビア大阪２０階の受付
次々年度に大きく変化する。次年度は学友の募集は
で登録をしてください。出席者を念のためお知らせしま
なく年々減少していることは残念である。
す。鋳方会員、生尾会員、池田会員、片岡会員、北野
FVP（フューチャービジョンプラン）が始動している R
会員、田中会員、谷口（光）会員、中川会長、花原会員、
財団委員会は今大変な時期である。
久富会員、松川会員、松本（圭）会員、松本（正）会員、
７．東日本大震災の支援について
村木会員、安井会員、山本会員、横山会員、幹事の村
災害支援プロジェクトが引き続き行っていく。
角の計１８名です。よろしくお願いします。変更等ありま ８．危機管理委員会とは
したら事務局までお知らせください。
青少年交換、奨学生などに対するセクハラ・バイオレ
２．大阪本町ロータリークラブより、副会長・幹事交代のお
ンスに対する備えとしての機能を担う。
知らせが届きました。詳細は事務局にお尋ね下さい。
（会報委員会）
３．本日例会終了後、定例理事会を開催します。理事の方
ご参集ください。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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本日のメニュー

次週のプログラム

じゃこと伏見唐辛子・・・有馬煮
鯛薄造り･･･グレープフルーツポン酢
鱸の木の芽味噌焼き･･･花レンコン
炊き合わせ
･･･筍、蕗、生若布、桜麩、蛸の柔らか煮
牛ヒレステーキ･･･葱味噌
ご飯
香の物
鶏卵汁
フルーツ

第 1271 回例会／2012 年 3 月 21 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）

◆ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
◆卓

地区広報委員会よりお知らせ

話

２０１２年３月～５月

「CS 経営」
安井 一男 会員

広報委員会では、ガバナー補佐の皆様にお願いして、ラジオ大阪を
通じ、ロータリー活動について、一般の皆様にアピールしております。
今回は、下記の予定で、ラジオ放送が行われます。
皆様、是非、お聴きください！
番組名： ラジオ大阪 「高岡美樹の べっぴんラジオ」
毎週 水曜日１６：４５～１７：００頃に放送します
★「あなたのそばにロータリー」
（１）３月０７日（水） 境 高彦さん （地区代表幹事、大阪城南ＲＣ）
（２）３月１４日（水） 二井清治さん （１組、豊中南ＲＣ）
（３）３月２１日（水） 矢橋弘嗣さん （２組、千里ＲＣ）
（４）３月２８日（水） 三村雄太郎さん （３組、枚方ＲＣ）
（５）４月０４日（水） 岡田耕治さん （４組、東大阪東ＲＣ）
（６）４月１１日（水） 森 康次さん （５組、大阪梅田ＲＣ）

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

（７）４月１８日（水）佐藤俊一さん（６組、大阪鶴見ＲＣ）
（８）４月２５日（水）丹羽健二さん（７組、大阪西南ＲＣ）
（９）５月０２日（水）小島康秀さん （８組、大阪帝塚山ＲＣ）
（10）５月０９日（水）高島凱夫さん（ガバナーエレクト、大阪中之島ＲＣ）

予定表
月

日
３

４

曜日

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。

予定

時間他

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

於グランドハイアット台北

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

２８

水

第１２７２回 例会 卓話 第 8 回クラブフォーラム友好クラブ小委員会

４

水

第１２７３回 例会 卓話 第９回クラブフォーラム米山奨学小委員会

１１

水

第１２７４回 例会 メンバー卓話

１３：３０～定例理事会

山本会員

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/・イラスト ナチュラル雑貨 インテリア 素材集 他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－4－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

