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「絆」 久松正典会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

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

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて
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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「R-O-T-A-R-Y」

唱歌「夏は来ぬ」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫｰﾗﾑ・社会奉仕部門」

社会奉仕 皆見量政委員長

環境保全 坂口一男委員長

新世代・人間尊重 山形直道委員長

会員数４４名 出席義務会員数４０名

7月29日 出席会員28名 70.00％

７月15日 MUを加えて 87.50％

岡本桂四郎会長

●会合報告

・７／２４（金）に神於山保全活用推進協議会があり、

坂口委員長に出席いただきました。

・７／２４（金）に親睦活動委員会があり、宇野委員

長・西秦会員・能勢会員・角家会員・茨木クラブ管理

奉仕委員長・櫻井幹事、そして私が出席しました。

・７／２５（土）

地区会員増強委員長会議があり、大賀委員長に出席

いただきました。

●先だって創立５５周年記念例会のＣＤをガバナーへ

送付したころ、村上ガバナーよりお礼状が届いていま

すので、朗読させていただきます。

「日頃よりロータリー活動に多大のご協力をいただき、

感謝申し上げます。『創立５５周年記念例会』のＣＤ、

ありがとうございました。貴クラブは、当地区におい

ても名門クラブの一つとして、いつも趣向をこらした

活動を精力的に展開いただいています。今後ともリー

ダー格クラブとしてのご活躍を期待しています。

新年度が始まり１ヶ月が経過しようとしていますが、

多くの皆様方のご協力で盛り上がったスタートが切れ

た様に思います。ご支援・ご鞭撻をお願いいたします。

１１／２５に予定されている公式訪問で、クラブの

皆様にお目にかかれることを楽しみしています。」

という内容です。

さて、本日の会長の時間は５５周年というところか

ら古いメンバーの一人一人にお話をいただくというこ

とになっています。今日は大橋寛順会員さんにお願い

いたしました。大橋さんは柳生光男さんが会長、足立

愛さんが幹事の時の１９８７年６月に入会、当時は会

員数が１０２名在籍。本当に懐かしいお名前を思い起

こします。ロータリー歴はプログラム・社会奉仕

・財団などの委員長・副委員長を歴任され、今年度

現在 環境保全副委員長を担当されています。

それでは大橋会員、よろしくお願いいたします。

●８月 会員誕生日

７日 久禮 三子雄 会員

８日 角家 篤 会員

１６日 西村 政和 会員

２３日 高松 正剛 会員

３０日 雪本 栄 会員

大橋寛順会員

本日は慣例により岡本会長さんより三分間の卓話と言

うことでありますので少し私的なお話をいたしたいと思

います。

私の寺は浄土宗でありますが寺には三つの呼び名、山

号・院号・寺号があり、山号は遍照山、院号は摂取院、



社会奉仕委員会 皆見量政委員長

●皆見量政会員・坂口一男会員・山形直道会員

本日社会奉仕部門の卓話をさせていただきます。

１年間のご協力をお願いします。

●大橋寛順会員

本日は３分間卓話をいたしますので。

●藤原茂会員

左肩関節手術のため、３週間入院、昨日出所しま

した。本日からの活動再開です。

寺号は西福寺で、総本山は京都東山知恩院で、その山

号は華頂山、院号が知恩院、寺号は大谷寺と申します

が、一般的には知恩院と呼んでおります。

私は昭和６２年６月、歴史のある当クラブに片山委

員長さんと亡くなられた村上さんの御紹介にて入会致

しましたが早いもので２３年になります。いつも今年

こそは皆出席せねばと思うのでありますが檀家が１２

００軒ありますので例会と法務が重なること度々で、

又地区大会とか行事も土・日曜日に開催されますので、

半年あるいは一年前からお年忌法要の予約があるため、

欠席致して居ります。

先週は情報規定の片山委員長さんが卓話で、四つの

テストのお話をされましたが、佛教では聖徳太子の十

七条憲法第二章に「篤く三宝を敬へ三宝とは佛法僧な

り」と佛とは悟れる者即ちお釈迦様であり、法とは説

かれたみのり、僧とは和合僧と申した教団であります

が私共は佛像、経典、僧尼を通して実生活に於いては

明るく、正しく、仲良くすることが三宝実依の精神で

あります。

四つのテストの「①真実かどうか」は、佛の真理で

あり真如とも申して明るいものであり、「②みんなに

公平か」、これは仏法は分け隔てない平等、正しいも

ので、「③好意と友情を深めるか」、これは仲良くし

て行くことで、「④最後のみんなのためになるかどう

か」、これは世の為人の為に生活を致しましょう、と

言うことであります。

佛法とは変わることのない真理でありますから、科

学が如何に発達しても佛法は変わることはありません。

東西南北、四隅、上下、で十方と申し宇宙全体を言い

ますが、その中に無量寿、無量光即ち限りない智慧と

限りない慈悲を兼ね備えられたアミダ（仏陀）に帰依

を致しましょうと言うのが仏教の基本の教えでありま

す。

以上申しました理念は四つのテストにあてはまるの

ではないかと思うのであります。

櫻井新嗣幹事

●国際ロータリー第2640地区ガバナー事務所夏期休暇

のお知らせが届いております。詳細につきましては

事務局宛ご照会願います。

●橋本紀ノ川ロータリークラブより、例会休会のお知

らせが届いております。詳細につきましては事務局

宛ご照会願います。

●「松川未樹」さんのランチコンサートのチラシを配布

させていただいておりますが、この方は北島三郎さん

のお弟子さんだそうです。元ロータリークラブ会員

の神原柳三さんが岸和田後援会の会長をされておられ

ます。

今年社会奉仕委員会を担当致します皆見です。一年間

よろしくお願い致します。環境保全（地域発展）坂口委

員長、新世代・人間尊重（ローターアクト・青少年・ラ

イラ・高齢者・幼児）の山形委員長とともに取り組んで

まいります。

今年の社会奉仕に対する考え方としてＲＩ会長が強調

事項として

・水（石油よりも水なしには生きることができない）

・保健と飢餓（空腹のまま床につく人々が大勢いる限

り、世界に平和がもたらされることは

ない）

・識字率向上（将来・指導的立場に立つ者に教育がさ

れていない国が成功することはありえ

ない）

の３つをあげておられます。

そして「ロータリーが繁栄するか低迷するか、その奉仕

が影響を及ぼすのは多数か少数か、その名が敬意ととも

に広まっていくか、過去の遺物として忘れ去られるかは

すべて皆さん次第です。」とも述べられています。

また村上地区ガバナーは７月のガバナー月信で「ポリ

オ、水、識字率向上、保健、飢餓など取り組まなければ

ならない問題は多くありますが、世界的不況の中での活

動は決して楽ではありません。しかし、今こそロータリ

ーの真価が試される時、歴史を学び変革と進歩を縁づく

りファミリー意識の向上とかけがえのない人生の友を見

つけて下さい。」と述べておられます。



環境保全委員会 坂口一男委員長

環境保全委員会の坂口です。皆見社会奉仕委員長のご

指導のもと大橋寛順副委員長と二人で一年間活動してい

きますので、よろしくお願いします。尚、この委員会に

は地域発展も含まれております。今年度の活動計画の目

標【方針】として

１．地域の環境保全のため、ボランティア活動などを支

援し環境の美化に協力する。

２．地域の活性化、発展のために何ができるかを考え有

意義な活動ができるよう努力する。

の２点をあげております。地球温暖化防止のため、いか

にして二酸化炭素【CO2】を削減し「きれいな地球」

「住みよい地球」を実現するか人類共通の課題であり、

一人一人の責務であると思います。最近、日本では政府

の政策、補助制度により環境対応車【エコカー】のハイ

ブリット車や電気自動車また省エネ家電や太陽光発電等

の普及に努めており産業界の技術と相俟って成果をあげ

ています。

地区の谷脇地区社会奉仕委員長は「世界で約１２０万

人、日本で約９５万人の会員を擁する組織でありながら

この数年来会員減少に歯止めがかからないまさにこの時

こそ社会奉仕の出番なのです。暗い世相の不透明な時代

に、一輪の光をさす、その役割を担うことの出来るのは、

社会奉仕の事業展開かまさにその担い手であると思いま

す。」と述べておられます。そして、

・地区として推奨する奉仕活動として

識字率向上運動、エイズ問題の取組み

・地区として推薦する奉仕活動として

献血運動、ダメ・絶対運動

・2640地区の強調事項として、今年は防災対策（地震問

題）に力を入れ、そのために卓話の要請とクラブフォ

ーラムの開催を挙げておられます。

○岡本桂四郎会長の運営方針に、「『豊かな人生』とは

『感動』を多く覚えることと思っています。強調事項の

中で普段着の活動として会員一人一人が自分の持ち味を

活かしましょう。何も特別なことではなく、自分ででき

ることを無理しないで積極的参加を希望しています。」

とあります。

以上、先輩の皆様方の考え方を参考にして、今年度の

社会奉仕委員会の目標（方針）と実施計画を企画しまし

た。どうか一つでも多く実施できる様、坂口委員長、山

形委員長と連携を密にして取り組んで参りますので、皆

様のご協力をよろしくお願いいたします。

ロータリー細則では「環境委員会は地域の環境の質を調

査改善するよう心を配るものとする」となっています。

クラブとしての例年の活動は各種市民運動の会合への出

席、街を美しくする清掃活動への参加であります。

６月 「まちを美しくする市民運動推進協議会」

総会への出席（終了）

７月 第１回「神於山保全活用推進協議会」総会への

出席（終了）

１０月と３月の２回行われています「春木川、轟川、

津田川一斉清掃活動」への参加

１１月の「久米田池周辺の清掃活動」への参加等が

予定されております。

ロータリーでの活動として主なものは以上ですが、

会員の皆さんのご協力お願いいたします。

＊家庭や職場でのゴミ削減の取り組みについて申し上げ

ますと経済産業省と各自治体が推進実施しているのが３

Ｒ（スリーアール）活動です。

３Ｒとは、

１．Reduce（削減）物を大切に使おう。ゴミを減らそう。

２．Reuse（再利用） 物を繰り返し使おう。

３．Recycle（再資源）再び資源として利用しよう。

ということで３つの頭文字をとって３Ｒ（スリーアー

ル）と呼んでいます。

ゴミの量を減らすためには「リサイクル」するより先に

ゴミを出さないようにする事が大切です。又いらなくな

った物をすぐに捨てるのではなく工夫して繰り返し大切

に使うこと。使い終わって物をゴミとして捨てる時は大

切な資源【資源ゴミ】として生かせるようルールに従っ

て分別しリサイクルルートに乗せることが肝要です。

我々は今まで沢山資源を使って物を作り使い捨てながら

便利で快適な生活を送ってきました。しかし資源には限

りがあります。このままの調子でいけばやがて無くなっ

てしまいます。また私達は一人一日１，１キロのゴミを

出しているといわれていて、ゴミを埋め立て処分する場

所も不足してきています。皆で３Ｒを実行して循環型社

会を作っていく必要があると経済産業省の資料にありま

す。

最後に、永い間忘れられていた言葉「もったいない」

が国際語になりました。ノーベル平和賞を受賞されたケ

ニアのワンガリマータイさんが「環境を大切には日本で

いい言葉がある」それは「もったいない」であると世界

に訴えました。

現在世界で多くの人が食糧不足に飢え苦しんでいます。

もちろんＷＨＯ（世界保健機関）が食糧支援をおこなっ

ていますが、追いつかないのが現状のようです。

それがなんと日本一国で年間にゴミとして捨てられる食

糧の量はＷＨＯが支援する量よりも多いと言うことであ

ります。考えさせられる現実であります。

＊ロータリーの友７月号に、東京大学名誉教授の月尾嘉

男先生の「環境問題に挑戦する日本の技術と文化」が掲

載されています。ぜひ一読ください。ご清聴、ありがと

うございました。



新世代・人間尊重委員会 山形直道委員長

皆様、こんにちは。

新世代・人間尊重委員会の山形直道でございます。

よろしくお願い申し上げます。

委員会構成は、副委員長に中井秀典会員、委員に雪本栄

会員、藤原茂会員と私の４人で構成されています。本日

は、委員会の目標の発表というよりも、ローターアクト

への出席のお願いに参りました。と言う方が正しいかも

しれません。

まず、新世代委員会ですが、アクトの活動を本年も、

しっかりと支えて参りたいと思います。この前も申しま

したが、我々の委員会は岡本会長の強調事項の第１番目

でございます。皆様も、はっきりとご理解されているこ

とと思います。岸和田ロータリークラブのメンバーであ

ります。岸和田ローターアクトクラブがある限り、次世

代の子供たち、孫たちの為に、一緒に頑張っていければ

と思っております。

アクトの構成は、炭谷会長を初め、川本幹事、上田会計、

青松会員、阪口会員、櫻井会員、中会員、黒田会員、金

崎会員、の男女９人で構成されています。

彼らは、例年の通りの目標は、やはり、毎年５月の市民

フェスティバルへの参加による献血運動、バザーによる

寄付金の贈呈などは、市民の皆様と一つになり、すばら

しい奉仕だと思います。また、９月の久米田池清掃もま

た我々ロータリアンや市民の皆様と協力し頑張っており

ます。その他にも諸々あります。本年度は、未定ですが、

老人ホーム、介護、支援が必要とされる方へ、何かを奉

仕したいと考えているところです。彼らならば、必ず、

やってくれるものだと私は信じております。おりますが、

やはり皆様のお力を借りる時が必ずございます。その時

もよろしくお願い申し上げます。

アクトメンバーは１８歳から３０歳までとなっており

ます。正直、まだ若いです。しっかりしていそうで、ま

だまだ若輩者でございます。歳は関係ないかも知れませ

んが、やはり、二十歳そこそこの年齢です。

今月２回の例会がありましたが、時間にルーズであった

り、何かと良識の無いところが、多々あります。そこで、

また皆様のご指導をご意見を賜わりたいと思っておりま

す。どんどん意見を頂戴したいと思っております。

今月2回例会が終わりましたが、岡本会長、櫻井幹事、

中井会員、浦川会員の４人が出席いただいておりますが、

皆様、それぞれ沢山の意見と申しましょうか、ご指導

（注意）を、アクトメンバーに頂きました。

しかし、私は、更に、皆様のご意見、ご指導を頂きたい

と思っております。

私が入会して、最初に言われた言葉は、出席することに

意義がある。ロータリーは出席が一番だよ。皆様に、言

われました。そうです。私は、まさしく、目標よりも、

アクトへの出席を皆様に、お願いに参りました。と申し

ますのも、私が、岸和田ロータリークラブで年齢が２番

目に若く、人生経験が、少ないからだと、自分自身思っ

ているからです。（建設業しか、分かりません。）

多方面からのご意見が頂きたいのです。

皆様の人生で色々な体験を踏まえて、人生論、体験談を

アクトメンバーに沢山頂戴したいと思っております。そ

うして、その中から彼らが、何かを感じ、更なる飛躍し

てくれることを、ことが、私達委員会の使命、役割だと

思っております。

岡本会長の強調事項の２番目が例会の楽しさです。そ

して３番目が普段着の活動です。

自分の出来ることを、無理しないで、積極的に参加する。

残り１１ヶ月で２２回ございます。そのうちに、１人２，

３回でも出席して頂ければと思っております。また、参

加すると、必ず、自分にとって新しい発見があり、気持

ちが若返ったり、改めて考えさせられることが、沢山ご

ざいます。こちらが、勉強させられることも多いです。

自分自身のためにもなります。

選挙では、ありませんが、皆様の出席を切に願い新世代

委員会の卓話を終わります。

続きまして、人間尊重に移ります。

人間尊重委員会も大変難しい委員会だと、思っておりま

す。最初、何をしてよいか分かりませんでしたが、最近、

毎日のように、新聞に載っている、虐待について考えて

みようと考えました。特に、何一つ、無抵抗の幼児に、

虐待する親を、両親をどうすれば、思いとどまらせられ

るか？自分なりに考えてみようと思っております。何が

自分に出来るかわかりませんが。必ず、行動を起こして

みたいと考えていますので、これもまた、皆様のご協力

を、重ねてお願い申し上げて、卓話を終わりたいと思い

ます。ご清聴、ありがとうございました。
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「絆」久松正典会員

RAC例会

社会奉仕委員長

会議

例会

担当横谷哲郎会員

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ８月１４日（金）「例会休会」

岸和田北ＲＣ ８月１１日（火）「例会休会」

岸和田南ＲＣ ８月１３日（木）「例会休会」
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