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■ 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 2012.5.9

Ｎｏ．1278
＊＊＊ 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 1277 回例会報告 （5 月 2 日）
＜本日のプログラム＞
第 1278 回例会／2012 年 5 月 9 日

■司会進行

本日の挨拶

■ロータリー・ソング

「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

」

SAA 松川会員
SAA

村木会員

■来賓紹介

SAA 村木会員

大津ＲＣ

今井 正人 様

（タイ語）
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「手に手つないで」
手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪
ひろがれ まわれ 一つ心に
おゝ ロータリアン
おゝ ロータリアン
卓
話
メンバー卓話
「県犬養橘宿禰三千代」
村木 茂 会員

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■出席者報告
第 1277 回例会
会員数 36 名
出席数 22 名

SAA 松川 会員
2012 年 5 月 2 日
出席率 75.00％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1276 回例会（4/25）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 86.49%
4/15 花原会員
4/30 村角会員
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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
2012.5.2

■東日本大震災義援金報告

５月２日 5，０００円

先週は飯原先生から、高齢者の看取り・延命治療などの
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
お話をしていただきました。
飯原会員、鋳方会員、片岡会員、北野会員、
たまたま、私はその日の例会が終わった後、任意後見契
村木会員、村角会員、安井会員
約というのをしているおばあさんとお会いする約束をしてい
ました。
本日の合計
7,000 円
この例会でも二度ほどお話をさせていただいたことがあり
今年度累計
158,000 円
ますが、成年後見という制度は、法定後見と任意後見に分
かれています。
法定後見はすでに認知症になった人に適用する制度、
任意後見は将来に備えて契約をして準備をする制度で
米
山
ボ ッ ク ス
す。
飯原会員、鋳方会員、北野会員、村木会員、
私とその方は、将来その方が認知症等になって判断力
村角会員、安井会員、山本会員
を失ったときに、私が財産の管理をしたり、様々な手続きを
代わりに出来るよう契約をしています。
本日の合計
7,000 円
現在その方は 80 歳、１０年程前にご主人が亡くなり一人
今年度累計
164,000
円
暮らしをされています。
以前は、お会いすると一方的にお話をされとてもお元気
な方だったのですが、最近少し元気がなくなってきたよう
ニ コ ニ コ 箱
報
告
に見受けられました。そろそろと思い、もし脳梗塞などで倒
れた場合に、延命治療は希望されるのか等のいくつかの
■SAA
花原 会員
質問を整理して事前にお届けしておきました。
先週お会いして確認すると、「先生に一切お任せしてあ
鋳方会員 急に暑くなりました。体調に気をつけ
るので、お医者さんへの説明はお願いします。細かな質問
て、毎日を充実して生きましょう。
はしんどい。」と言われます。しかし、我々は医療に関する
片岡会員 月初につき。
同意や判断をする権限がないので、お医者さんにお伝え
北野会員 村角さん、指定席取ってしまい、申し
してもそれは法的に効力のあるものではないと説明しまし
訳ありませんでした。
た。
中川会長 淀輪会参加の皆さんお疲れ様でし
勿論本人が紙に書いておいたものでも、お医者さんに信
た。
用していただけるかどうか分かりません。先週の例会後そ
松川会員
連休の中日によくご出席くださいまし
の方とお会いするのに地下鉄の駅まで久富先生と一緒で
た。
したので、お医者さんとしてはどのような書面が出てくれば
村木会員
月初につき。
信用していただけるのかを尋ねたところ、例えばかかりつ
村角幹事 前回欠席のお詫び。
けの医師が本人の意思を確認したと書面にサインしていら
安井会員 淀輪会ゴルフ団体戦２位になりました。
ばその書面どおりに対応するのではないかと答えをいただ
優勝はやはり大淀ＲＣでした。私はニア
きました。
ピン賞４つもらいました。全部家内に取
その方には、もう少し時間をかけて書面を作成し、できれ
られて手元にはありません。
ば主治医に書面を見ていただいたうえで確認のサインを
山本会員
事故のない連休であることを願ってい
頂くようにしましょうと説得しました。
ます。
このように、医療の同意というのはまだまだ法律で定まっ
吉田会員
明日夜サンＴＶ野球が終わってから鳴
たルールはなく、たとえ親族でも同意する権限がないとい
門の桜鯛の放映があります。ゲストで出
うのが現在の法律の判断です。
演します。
最近になっていろんな関係団体から意見書であるとか提
言が出ています。しかし、まだまだ時間のかかりそうな問題
副幹事
松本 正
です。本人が何らかの方法でご自分の意思を表現してい ■幹事報告
くことが新たな制度の創設に繋がるように思います。
皆さんも、ご自身やご家族について、医療に関する意思 １．本日例会終了後、第１１回定例理事会を行います。理
事の皆様ご参集ください。
表示の方法についてお考えいただければと思います。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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の対象者（インターアクター、RAC 会員、交換学生、会員
家 族 、 な ど 全 関 係 者 に Will it be beneficial to all
卓 話
concerned ?(関係者全員に有益か？)
奉仕の理想 Ideal of Service（許された resource を用いて
第１０回クラブフォーラム 《新世代奉仕委員会》
ニーズを最高の形で満たす。そのためには with empathy
大石 博雄 新世代奉仕委員長
が必要。
Empathy ＝ 相手の気持ちをできるだけ理解する、肌で感
じる、共感する、感情を共有する（Emotional literacy）と云う
ことによって、より高度な形で、理想に近い形で、ニーズを
満たすことができる。
そのためには、まず過去のプロジェクトを評価する。予算、
実力・能力に応じて適切なプロジェクトであったか？ 心を
こめて実行でき、全関係者に有益なプロジェクト？
ロータリーは単年度性ゆえ絶えず「継続は力なり」を意識し
なければならない。
新世代奉仕部門が、今までの４大奉仕部門から独立して、
第五奉仕部門となったと云うことは、全てのロータリアンが
このことに関心を持つべきだと R I は考えたから。
従って、新世代奉仕のプログラムを企画・実行することの
先月末、４月２８日、地区の新世代奉仕部門の会議に出席 他に、もう一つの大切な事：
しました。
・新世代奉仕にクラブの全員が関心を持つように働きかけ
その時、大谷透パストガバナーが非常にわかりやすいレ ること。
ジメをご用意されていましたので、それを配布し、新世代 ・その関心が継続するような工夫。
奉仕部門のお話をさせて頂きます。
東日本大震災の被害に関しても、被災者の苦しみは尚
新世代奉仕部門
継続しているのに、時がたてば関心は薄れがち。この人間
（ロータリー章典 40.050.）
としての限界を乗り越えるには？ → Empathy への努力
年齢 30 歳までの青少年すべてを含む新世代の多様なニ インターアクトクラブ、
ーズを認識しつつ、より良い
ローターアクトクラブ
未来を確かなものとするために新世代の生活能力を高め 創設に関わり、提唱する時は殆ど全員が熱心に関心を示
ることによって、新世代に将来への準備をさせることは、ロ すが、その関心が継続しない。
ータリアン一人一人の責務である。すべてのクラブと地区 2660 地区は本来全国的に見ても、新世代奉仕に関しては
は、健康、人間的価値、教育、自己開発といった新世代の 先駆的な役割を果たしていた。
基本的ニーズを支えるプロジェクトに取り組むよう奨励され
ている（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。
全メンバーへチャレンジ：今 全ロータリアンは新世代奉仕
新世代の健全な育成を目指して
に対して関心を持つべき。ロータリアンとしての宿命。
ロータリーに常設されているプログラム
（1） ロータリー青少年交換
将来の地球社会は新世代の若者たちの手の中にあるので
（2） ニコニコキャンプ
す。そのためには次世代のリーダーになる人には人の痛
（3） ローターアクト
みのわかる人がなってもらわなければなりません。「利己」
（4） インターアクト、
ではなく「利他」のために働ける人を育てなければなりませ
（5） RYLA
ん。愛されるという経験を持ってこそ、人を愛することので
きる人間になれるのです。 empathy の能力も備わるので
ロータリー奉仕活動の基本的な姿勢
す。新世代のために我々ロータリアンはその模範を示めす
バランスのとれた奉仕プロジェクト
べく召されているのです。
今年の標語：
「心の中を見つめよう、博愛を広げるために」、「 Search ロータリーに於ける新世代奉仕の業は、医学で云えば 予
within, embrace humanity」を韓国語：「己を知り、世に仕え 防医学であって、治療医学ではない。病気を病んでしまっ
む」。
た体を治す事よりも、病気にならないように、より健康な体
クラブの実力を知り、会員の気持ちを理解し、所属クラブ になるように支援することです。
の会員としての現在の状態と、あるべき姿をも推察、奉仕
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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健康家族の会よりご報告

「第 26 回 夙川 お花見ハイキング」
～久かたの桜に集う笑顔かな～
２０１２年４月１５日（日）
花 原 昭 弘

9 時に阪急夙川駅に 7 人が集合し、すぐ出発。夙川沿いに満開の桜の下、空にはうぐいす、ひばりが鳴いてい
ます。
50 分後に、北山緑化植物園南口から公園内に入りました。当日は、好天にめぐまれ、たくさんの家族連れが
来られていました。園内では八重桜をはじめ、西洋シャクナゲ、山つつじ、スイセン、スノードロップ、チューリッ
プ、シバザクラ等の花を楽しみ、３つの池をめぐりました。公園を抜けて、11 時 35 分、北山貯水池に到着。車で
松尾夫人に、食材、鍋、ガスコンロ、ビール等を運んで来ていただきました。さっそく、5 種類のレトルトカレー、リ
ンゴ、玉ねぎ、シーチキンを入れてカレーを作り、車座になってビールと赤ワインで乾杯。桜の花吹雪の下でカレ
ーパーティです。5 種類のカレーを混ぜたカレーはコクがあり味が深く、皆何度もおかわりをしました。
食後すっかりいい気分になり、予定の甲山には登らず、途中の喫茶店でミルク金時やアイスコーヒーで喉をう
るおし、15 時 30 分、甲陽園駅で解散しました。
以上

「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２日例会の写真

会長の時間：中川会長

ニコニコ箱報告：花原ＳＡＡ

幹事報告：村角幹事

卓話：大石新世代奉仕委員長

ＭＥＭＯ

「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
鯛の薄造り…グレープフルーツポン酢
黒ムツの西京味噌焼き…花レンコン
ゼリー寄せ…鯛の子、グリーンアスパラ
新玉葱と鶏つくね 菜の花
ご飯
香の物
味噌汁
フルーツ

次週のプログラム

第 1279 回例会／2012 年 5 月 16 日
◆挨

地区広報委員会よりお知らせ

拶

「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

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。

」

（タイ語）
◆ロータリーソング 「手に手つないで」
◆卓 話
外部卓話

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」

東淀川警察署長
警視 門岡 眞司 様

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）○

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

済
（６）４月１１日（水） 森 康次さん （５組、大阪梅田ＲＣ）○
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）○
済
（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

６

曜日

予定

時間他

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

１３：３０～第２回被選理事会

１６
１９

水
土

第１２７９回 例会 東淀川警察署長 警視 門岡 眞司 様
～２０（日） 歩こう会「金毘羅大作戦」第１２回 岡山→玉野
新大阪７：５８・新神戸８：１２発のぞみ９７号に乗車

１３：３０～絵画クラブレッスン
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

受付担当会員よろしくお願いします

６

水

第１２８１回 例会 メンバー卓話 「私の副業」 村木会員

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/ ・
Miho´s house・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 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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