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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 2012.5.2
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ 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。

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

第 1276 回例会報告 （4 月 25 日）
＜本日のプログラム＞
第 1277 回例会／2012 年 5 月 2 日

■司会進行

本日の挨拶

SAA 横山 会員

■ロータリー・ソング

「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

」

SAA 谷口（光） 会員

■来賓紹介

SAA 森田 会員

（タイ語）
標

語
「Reach Within to Embrace Humanity」

米山奨学生

李政 君

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

国歌斉唱「君が代」
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

■出席者報告
第 1276 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
第１０回クラブフォーラム
新世代奉仕委員会
大石 博雄 新世代奉仕委員長

「こころの中を見つめよう

SAA 横山 会員
2012 年 4 月 25 日
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第 1275 回例会（4/18）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 81.08%
4/15 松川会員
4/28 安井会員
4/15 吉田会員
4/30 湯浅会員
4/28 遠藤会員

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
2012.4.25

先週は高速道のお話をしましたが、今回は鉄道の話で
す。
JR 東海の相談役で名古屋ロータリークラブの会員の方
が今月の「ロータリーの友」に書いておられました。この方
の意見として、これからの日本にとって、国づくり、地域づく
り、町づくりに非常に大きな効果をもたらすプロジェクトとし
て、観光とリニアと書かれています。
この方はの提案する新しい観光として、産業観光、街道
観光（道の観光）、都市観光（まちの観光）等を提案されて
いましたが、興味深いのは日本の観光の生産高は GDP の
５％で、世界平均は１０％というところです。まだまだ、工夫
の仕方で観光は伸びる可能性があるということです。
一方、この方のお話では、リニアについては高速で移動
することが可能になることによって、地域間交流が盛んに
なり観光や経済に大きく寄与するといわれます。
ここまではそれはそうだろうと読んでいたのですが、私が
注目したのは「東海道新幹線のバイパス」としての役割とい
うところです。
先週の高速道路の更新と同じように、東海道新幹線も東
京オリンピックに合わせて開通し、すでに四十数年が経過
しています。車両、レール、架線などは全部とりかわって開
通当時のものは残っていません。
しかし、トンネルとコンクリートの高架橋、鉄橋は当時のま
まです。今から３０年くらいは、補修をすることにより安全上
問題はないということですが、いずれその日がやってきま
すので、その方法をよく考えておかなければなりません。
在来線の場合は横に新たな鉄橋をつくり、線路を少しひ
ねってカーブを付けて新しい鉄橋を使うという方法を採っ
ていたのですが、新幹線の場合は高速であるため、急カ
ーブの線路をつくるわけにはいかず、横に新しい鉄橋をつ
くっておいて、夜、列車を止めて前の鉄橋を落としその後
新しい橋を横にずらして置き換えるしかないということにな
るそうです。
私個人的にはリニア反対論者で、東京大阪間１時間とそ
んなに早くなる必要があるのかと思っています。もっと他に
お金を使わなければならないところはないのかと。しかし、
この説明は妙に説得力があります。
新東名高速が４月１４日に開通しました。ほとんど既存の
東名高速と平行に走っています。これも既存の高速道路
が耐用年数に達したときのバイパスとしての機能があるの
でしょうか。余り考えたことがないところです。
そう考えると、先週の首都高・阪神高速も地下につくると
なると、将来の更新はどのように考えられるのか、興味深い
ところです。

■東日本大震災義援金報告

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、生尾会員、池田会員、遠藤会員
本日の合計
今年度累計

米

山

4,000 円
151,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、生尾会員、池田会員、大石会員、
山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

5,000 円
157,000 円

報

■SAA
生尾会員

池田会員
遠藤会員
大石会員
吉田会員

■幹事報告

告
松本（圭） 会員

昨日、嵐山吉兆へ食事に行ってきま
した。女将が年下だったのでびっくり
しました。
前回欠席のお詫び。
前回欠席のお詫び。
ゴールデンウィーク、楽しんでくださ
い。
北野さん３０周年記念式典おめでとう。
女性フルートの演奏も素敵でした。
副幹事

松本 正

１．以前皆様にお配りしました「ロータリーの心と実践 ２０１
２改訂版」の中で訂正箇所がある旨、地区より連絡がき
ております。詳細は配布プリントをご確認ください。
２．５月の予定表を皆様のメールボックスに入れております。
また、メールでも昨日送信しました。ぜひご活用ください。
５月１６日（水）の卓話は当初体操の練習の予定よりメン
バー卓話へ変更になっておりましたが、東淀川区警察
署長に来ていただくことになりましたので、再度変更とな
ります。お手元の予定表の訂正をよろしくお願いしま
す。
３．本日は第２回目の１００万ドルミールです。ご協力よろ
しくお願いします。

４月２５日 ２，０００円

「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

◎胃瘻を造設すれば 生存期間は伸びる可能性もあるが、
最終的にはＱＯＬの低い状態で一定期間生存することに
なる。

話

メンバー卓話
「天国への階段」
飯原 啓吾 会員

・終末期医療の考え方
・人工的な胃瘻や経鼻栄養や水分補給をしないのも選
択肢の１つである。
・終末期には輸液を１日２０００ｍｌから５００ｍｌに減らす。
・長年人工透析をうけた高齢者では中止。
・外国（ヨーロッパ）では
オランダ、ベルギー 積極的な安楽死を認めている。
フランス
終末期には治療差し控えを考慮。
・日本でも

延命治療を拒否する法案。

・尊厳死の選択
・ホスピスと緩和ケア
かん

おお

ことさだ

・『棺 を蓋 いて 事 定 まる』 （杜甫）
・生と死の分岐点での実情は如何か。
平穏な大往生が得られるか。
・最近の看取り医療、終末期医療の実情は
・日本人の看取りの場所
１９６０年 自宅 ７０％
１９７６年
逆転
現在 自宅２０％以下 医療機関 ８０％⇑
・年間死亡者数
１９６０年
２０１０年
２０３０年

約７０万人
１１９万人
１６５万人推定

■５月のバースデーロータリアン
多死時代へ

・高齢死者の実情
全死亡者中 がんによる死亡 約３０％
高齢者では 非がんの死亡者が大部分。
２０１０年 心・脳・肺などの非がんの
死亡者数が
４０％⇑
９０歳の高齢者
がん １０～１５％
非がん ５０％以上
・最近の高齢者の胃瘻（いろう）の実体
国内で
約４０万人
対象は認知症・誤嚥性肺炎の反復
目的 人工的な水分、栄養補給
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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５月５日
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本日のメニュー
ズワイ蟹のリエット ヨーグルトのゼリーと大根添え
渡り蟹のクリームスープ
牛ヒレステーキ…シャリアピン
筍の野菜のエチュベ…柚子の香り
パンとバター
珈琲

次週のプログラム

第 1278 回例会／2012 年 5 月 9 日
◆挨

拶

「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

」

（タイ語）
◆ロータリーソング 「手に手つないで」

地区広報委員会よりお知らせ
２０１２年３月～５月
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！

◆卓 話
メンバー卓話
「県犬養橘宿禰三千代」
村木 茂 会員

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）○
済
（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 ＊＊＊

済
（７）４月１８日（水）佐藤俊一さん（６組、大阪鶴見ＲＣ）○
済
（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）

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。

予定表

月

日
５

曜日

予定

時間他

２

水

第１２７７回 例会 第１０回クラブフォーラム 新世代奉仕委員会

９

水

第１２７８回 例会 メンバー卓話「県犬養橘宿禰三千代」 村木会員

１６

水

第１２７９回 例会 東淀川警察署長 警視 門岡 眞司 様

１３：３０～絵画クラブレッスン

１９

土

～２０（日） 歩こう会「金毘羅大作戦」第１２回 岡山→玉野

瀬戸内マリンホテル泊

２３

水

第１２８０回 例会 卓話 ライフリバー代表 畑野 研太郎先生

３０

水

例会休会

１３：３０～定例理事会

受付担当会員よろしくお願いします
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/ 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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・Miho´s house 他

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

