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〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@m6.dion.ne.jp
■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 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 2012.4.11

Ｎｏ．1274
＊＊＊ 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 1274 回例会／2012 年 4 月 11 日
本日の挨拶
「スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）
標
語
「Reach Within to Embrace Humanity」

＊＊＊ 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 1273 回例会報告 （4 月 4 日）
■司会進行
SAA 横山 会員
■ロータリー・ソング

SAA 谷口（光） 会員

■来賓紹介

SAA 谷口（光） 会員

会

友

辻本 嘉助 様

「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「奉仕の理想」
奉仕の理想につどいし友よ
御国にささげん 我らの業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我らのロータリー ロータリー

■出席者報告
第 1273 回例会
会員数 37 名
出席数 27 名

博愛を広げるために」

出席率 81.08％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 3 名

卓
話
公開卓話
「あなたの人生はあなたが社長だ！」
鋳方 貞了 会員

「こころの中を見つめよう

SAA 横山 会員
2012 年 4 月 4 日
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第 1272 回例会（3/28）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 81.08%
3/15 鋳方会員
3/15 中川会員
3/15 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
2012.4.4

■東日本大震災義援金報告

４月 ４日 ２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、鋳方会員、谷口（光）会員、村木会員、
村角会員、安井会員
本日の合計
今年度累計

米

山

6,000 円
140,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、鋳方会員、谷口（光）会員、村木会員、
村角会員、安井会員、山本会員
４月が誕生月の北野会員・村木会員・辻本会友と中川会長・SAA 谷口会員

本日の合計
今年度累計

7,000 円
146,000 円

皆さん、昨日はいかがだったでしょうか。
全国では３名が死亡し、全国では３００名以上が怪我をさ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
れたそうです。
和歌山の友が島では最大風速４１．９メートル、東京都心
松本（圭） 会員
でも２９．６メートル、東北でも３３．８メートルを記録しまし ■SAA
た。
辻本会友 誕生月を迎え又新たな出発だ。
大手企業では、自社の判断で、午前１０時に東京・日本
井内会員 前回欠席のお詫び。
橋の本社と浦安市の第２本社の従業員約１千人に早期の
鋳方会員 妻の誕生日にきれいな花をありがとう
帰宅を呼びかけ、各職場ごとの判断で交通網に混乱が生
ございました。４月になりフレッシュな
じる前に従業員を帰宅させるところもあったようです。
社会人が増え、心新たに毎日を送り
被害や対応を見てみますと、大型台風以上です。
たいと思います。
近畿圏では交通機関もほとんどがストップし、多くの人に
生尾会員
じじとちがう！じいじや！
孫へ
影響が出たようです。
田中会員 妻の誕生日祝いの花束ありがとうござ
私もたまたま午後から和歌山へ行く用事があり、１２時過
いました。本人も喜んでいます。
ぎに大阪駅を出発する紀州路快速に乗り和歌山へ向かい
谷口（光）会員
春一番、まだまだ寒いですね。
ました。日根野という駅で関空快速と切り離しをするのです
村木会員 月初につき。
が、この駅で関空行きと和歌山行きも運行中止となりまし
村角会員 桜の季節になりました。
た。
安井会員 月初にて。
そこからタクシーで南海電車の泉佐野駅に向かい、２０
山本会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
分ほど待って特急に乗ったまではよかったのですが、架線
にビニールが引っかかりこれを撤去する作業のため１時間
■幹事報告
幹事
村角 末義
電車の中で缶詰になりました。
目的地が JR 和歌山駅の近くでしたので南海和歌山市駅
１．本日例会終了後、定例理事会が行われます。理事の
からタクシーで目的地へ向かい、何とか間に合いました。
また帰りも地下鉄が中津までしか動いていなかったので、 皆様、ご参集願います。
梅田から阪急電車に乗って事務所に帰りました。
普段電車を利用して長距離を移動しますが今回のような
ことは初めてです。
先程早期帰宅をさせた企業のことをご紹介しましたが、
今回はもっと早くに出発していればこんなことにならなかっ
たと反省しています。いわゆる危機管理でしょうか。これか
ら気をつけます。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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卓

話

「花まつりの意味」
山本 恵眞 会員

る世界と表されて居ます。お釈迦様の出家の動機は人間
の根本の苦しみである四苦（生・老・病・死）の克服を求め
ての事であるとされて居ます。
その因は四門出遊の話（東門で病人を見、南門で老人
に逢い、西門で死人〈葬列〉を見、北門で修行者〈僧〉を見
る）より端を発したと伝えられています。
因みに四苦八苦すると言う言葉があるが、それはこの四
苦（生・老・病・死）の外に５．愛別離苦（愛し合うものの別
れの苦→死に別れ・生き別れ）、６．怨憎会苦（うらみ憎し
み乍らも会って行かねばならぬ苦）、７．求不得苦（求めて
も求めても満足できない苦しみ）、８．五薀盛苦（ごうんじょ
うく）（現代的に言えば五感を満足させようとして求め苦し
む 眼聴鼻舌身〈触覚〉）の四つの苦しみを加えて八苦と
言うのであります。考えてみると、四苦八苦するとは私の日
常生活そのものの様であります。（後略）

私が卓話の日を間違えて居り、突然だったので標題に出
しました「生活の中の仏教用語」準備不足で、題名を変え
て話しますことお許し下さい。
四月八日はご存知の様に「花まつり」が行われる日で、
仏教徒としては覚えていなければならない日です。それは
仏教の開祖、お釈迦様の誕生日だからです。今でも各世
界で四月八日には花御堂を作り、中にお釈迦様の誕生仏
を安置し、甘茶をかけてお祝いします。
何故花で御堂を飾るのかというと、お釈迦様の母親、マ
ヤ夫人が「ルンビーニ苑」という花園で休憩中に産気付か
れお釈迦様がそこで生れられた故事に因むものです。甘
茶を注ぐのは、お産の時、空中より二匹の龍が現れ甘露
の水で赤ちゃんを洗ったという伝説から来たものです。白
い象に花御堂を乗せて引きまわすのは、マヤ夫人が白い
象が右脇腹から身体の中に入ったという瑞夢を見られたと
いう伝説からの故事だと云われます。
そしてお釈迦様は、生まれてすぐ七歩あるき「天上天下
唯我独尊」と言われたという伝説の意味は、七歩は六道
「地獄・餓鬼・畜生・修羅（←阿修羅）・人間・天人」を越え
た仏道の人の生誕を表すと云われます。六道は物質界の
ことでなく、精神界の世界（心の状態）を表すと云われ、地
獄・餓鬼・畜生・修羅の世界は心の働きのない世界で、人
間としての世界が初めて心の働きの世界であり、天人の世
界は極上でなく、苦しみの分らない世界、有頂天の状態で
これも心の働かない世界とされて居り、人間の世界で初め
て心の働きがあり、仏の教えが心の働きを通して受容でき
「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
菜の花、サラダ海老、半熟卵
鰹のたたき 香草サラダ タラの芽お浸し
太刀魚八幡巻き…天ぷら
牛ヒレステーキ…みぞれソース
ご飯
香の物
味噌汁
デセール…桜アイス

次週のプログラム

第 1275 回例会／2012 年 4 月 18 日
◆挨

拶
「スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）

◆ロータリーソング 「奉仕の理想」
地区広報委員会よりお知らせ
２０１２年３月～５月

◆卓 話
第９回クラブフォーラム
米山奨学小委員会
山本 恵眞 委員長

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」
済
（１）３月０７日（水） 境 高彦さん （地区代表幹事、大阪城南ＲＣ）○
済
（２）３月１４日（水） 二井清治さん （１組、豊中南ＲＣ）○
済
（３）３月２１日（水） 矢橋弘嗣さん （２組、千里ＲＣ）○
済
（４）３月２８日（水） 三村雄太郎さん （３組、枚方ＲＣ）○
済
（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）

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。

（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
４

５

曜日

予定

時間他

１１

水

第１２７４回 例会 公開卓話

１５

日

第２６回 健康家族の会 「お花見ハイク」

9：00 阪急夙川駅南改札口集合

１８

水

第１２７５回 例会 第９回クラブフォーラム米山奨学小委員会

１３：３０～絵画クラブレッスン

２５

水

第１２７６回 例会 メンバー卓話 「天国への階段」 飯原会員

１００万ドルミール(２回目)

２８

土

地区協議会 於大阪国際会議場 １３時～１７時

次年度会長・幹事・委員長出席

３０

月

振替休日 淀輪会 於鳴尾ゴルフ倶楽部 ７：５０集合

８：３０スタート（ホスト：大阪淀川 RC）

２

水

第１２７５回 例会 第１０回クラブフォーラム 新世代奉仕委員会

１３：３０～定例理事会

「あなたの人生はあなたが社長だ！」

鋳方 貞了 会員 14：00 まで

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/・☆素材通り☆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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