
　　　

▼卓話予告

2/15　「天草四郎と島原の乱に

ついて」　正田常雄様

2/22　「どう生きる人生８０年時

代」　佐野　清　元会長

3/1　　 佐々木 洋 名誉会員

ポール・ハリスの命日に思う

　先週お話を致しましたが、

1947年1月27日はロータリー

の創始者ポール・ハリスの命

日でした。その後、幾多のシ

ニアリーダーや先輩ロータリア

ンの努力があって、今日のロ

ータリーがあることを、私達は

改めて思い起こさなければな

りません。

　特に若い世代の方は、ロー

タリーは会員一人一人が、対

等な関係だとの考えで、先輩

諸兄に対する接し方が、変わ

ってきていると言われておりま

す。

　しかしロータリーは先輩を敬

い、尊重する事を教えてくれる

場でもあります。ロータリーは

長い歴史の中で、意見の違い

や紛争が多々ありました。クラ

ブ内においても、論争は絶え

ずあります。

　ポール・ハリスは、ロータリア

ンが最も学ばなければならな

い事の一つとして「寛容の精

神」をあげています。それは、

私達の社会生活においても、

同じことが言えるかと思います。

会員の皆様は、自分達のクラ
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八尾ロータリークラブ　テーマ

会長　山本　昌市

奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう

国際ロータリー　テーマ

国際ロータリー 会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

国際ロータリー 第2660地区　テーマ

国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

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

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング「四つのテスト」

▼ゲストの紹介

　　　中矢　才子様

　　　米山奨学生　三宅　建様

▼ビジターの紹介

　西浦誠二様（大阪天王寺ＲＣ）

▼出席報告

▼ロータリーの友紹介

　　　富田　宏　会員

▼米山奨学金贈呈

▼その他の報告

▼会務報告

　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓　話「ハラスメントについて」

　　　　　　　　中矢　才子　様

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 



ブで、それぞれの業界で活躍

された先輩諸兄から、いろい

ろな職業訓や人生訓を学んで

こられた事と思います。

　今日は、若い人にロータリー

の信条や目的をよく理解して

もらえるように、小泉元総理の

講演の話から引用させて頂き

ます。小泉純一郎元総理と言

えば「米百俵」の話は有名で

すが、よく聞く中国の格言です

が、改めて納得いたしました。

　それは、

「少にして学べば　壮にして為

すことあり

壮にして学べば　老いて衰え

ず

老いて学べば　死して朽ちず」

です。

　人は「わかく」して学ぶ楽しさ

が身につけば、壮年になった

時、社会の役に立つ人物とな

る。壮年になって学ぶ意欲が

心の底から湧き出せば、老い

ても日々の人生が充実し、周

囲を明るくするものです。

　老いて学ぶ人は、今までの

人生経験に輝きが増し、後世

の人々に大きな、目標・理想

の炎を燃やし続けさせる人物

となります。

　私達は、ロータリーを生涯学

ぶ事によって、ロータリーを身

につけ、ロータリーを通じて、

出会える会員相互の交流や、

奉仕活動の場を、楽しい「人

生道場」として「わかく」して学

び、壮にして社会に貢献して

いる人、壮にしてロータリーク

ラブに入会し、老いて輝いて

いる人、老いても学び続け、後

の世に希望や目標や教訓を、

与え続けている人に、出逢う

事ができます。との事です。

　この格言の奥の深さを、ロー

タリアンの生き様と、重ね合わ

せる事ができます。この格言

から行動すべき事は、ロータリ

ーに関する知識を広めたり深

めたりする事ですが、其れより

も理解しようとする心、学ぼうと

する意欲を身につける事が大

切だと思います。

　ポール・ハリスの命日を偲ん

で、今一度ロータリーの歴史を、

さかのぼって見て下さい。

▼本日例会後、理事会を開催

します。

▼４日に地区のクラブ戦略委

員長会議が開催されます。山

本会長、菅野会長エレクト、井

川会員が出席されます。

▼同日に地区の補助金管理

セミナーも開催されます。菅野

会長エレクト、山本（勝）・長

竹・福田会員が出席されます。

▼26日に地区ローターアクトク

ラブの第2回献血が府内各地

で実施されます。ご協力いた

だける方はご記入ください。

▼４月８日、IM第４組のロータリ

ーデーが都ホテルで開催され

ます。出席確認を回覧します。

▼山本　隆一　会員

　この度は入会させていただき、

ありがとうございます。私につ

とまるか不安ですが、精一杯

努力してまいりますので、よろ

しくお願いいたします。未熟者

ですがご指導、ご鞭撻をお願

いいたします。

▼国際奉仕委員会・

　　　稲田　賢二　委員長

　３月５～７日、台北東RCを公

式訪問し、台南で企業訪問を

実施します。６日に台北東RC

の例会に出席、７日は笠井会

員の会社の提携先企業を見

学させていただきます。

　最終の出欠確認を本日回覧

します。また今月15日の例会

後に、説明会を開催します。

「私とロータリー」

▼井川　孝三　元会長

　本日は当初、三宅会員が卓

話の予定でしたが、体調を崩

されたとのことで、代理で私が

卓話を担当させていただきま

す。

　せっかくですので、三宅会

幹　事　報　告 

新 会 員 の 紹 介

卓 　 　 　 話

そ の 他 の 報 告



員が国会で取り組まれたこと

について、話したいと思います。

　三宅会員はまず、ＮＨＫの偏

向報道について取り上げてお

られました。ＮＨＫは職員の平

均給与が約1,800万円だそう

です。すごく高額で驚いたの

ですが、そのわりに反日的な

番組をつくっているとの指摘

があります。

　たとえば南京大虐殺と従軍

慰安婦は「ほとんどでっち上げ

である」という主張もあります。

こうした問題にふれるのは、か

つてはタブーでしたが、近年

では松本新太郎ガバナーの

年度に地区大会で講演された

青山繁晴さんや福家ガバナー

のときに講演された櫻井よしこ

さんらも、このような考えをお

持ちです。

　日本軍が南京を攻めたとき、

事前に中国市民に対して避難

するようビラを配りました。現地

にいた各国のマスコミからも、

大虐殺があったという報道は

ありませんでした。中国の国民

党政府は降伏しませんでした

が、撤退もしませんでした。そ

の中国の敗残兵が、中国の一

般人に対してひどいことをした

と考えられます。

　ありもしない大虐殺の話が出

てきたのは、東京裁判です。

原爆投下や空襲で非難を受

け、窮地に立たされたアメリカ

が矛先をそらすためにでっち

上げたようです。

　当時のものとされる写真も、

検証してみるとねつ造が多い

ようです。インターネットの発

達で、こうした情報はネット上

に山ほど出ています。

　ただ、中には蒋介石から金

銭を受け取って書いている人

もいると思われます。やがて吉

田証言が出て、それに朝日新

聞が飛びついたのです。

　三宅会員もこうしたことを、国

会で厳しく追及されていました。

　それでも明るい材料としては、

最近は若い人たちがネットで

真実を知ることができる、という

ことです。おかげで若い世代

では「こんなのウソだ」とわかっ

ている人も多いようです。反対

に我々ぐらいの世代の方が、

誤った歴史認識をすり込まれ

ているのかもしれません。

　日韓併合は1910年ですが、

以降35年間、日本が支配して

きました。植民地支配と言わ

れることもありますが、植民地

とは教育などを与えず、ひた

すら搾取し続けることです。

　しかし日韓併合では、現地

の人たちはすべて日本人にし

ました。当時の朝鮮半島には

厳しい身分制度があったので

すが、日本はこれをなくして、

学校をつくったのです。

　読み書きができるように、とあ

ちこちに学校を建設し、治水

や農業の技術指導を行いまし

た。大阪大学の設立を遅らせ

てまで、優先して朝鮮や台湾

に大学を設立したのです。

　日清戦争や日露戦争で日

本は、戦力では圧倒的に劣っ

ていました。かつて有色人種

が白人を倒したことはなく、ア

ジアの国々もほとんどが植民

地で、独立国家は日本だけで

した。

　先の大戦も、包囲網をしかれ

戦争せざるをえない状況に追

い込まれた日本の、自衛のた

日時：２０１７年２月１日（水）

承認事項

1.議事録承認

2.会計報告(柏木会計担当

理事)

3.新年例会収支報告の件

4.忘年家族会収支報告の件

5.金光八尾高校卒業式・入

学式お祝いの件

6.地区研修委員出向者の件

7.地区青少年委員会出向者

の件

8.退会届受理の件

9.米山奨学生終了者歓送会

の件

理 事 会 議 事 録



めの戦争だったのです。

　私たちも、子どもたちのため

にも歴史にしっかりと向き合い、

伝えていくべきでしょう。

▼山本（昌）会長　本日、新入

会員の山本さん、ようこそおい

で下さいました！本日卓話の

井川さん、急きょご無理申し上

げました。よろしく！誕生内祝

い。

▼田中副会長　山本隆一新

会員を今後とも宜しくお願いし

ます。

▼山陰幹事　山本さん入会お

めでとうございます。これから

よろしくお願いします。

▼佐野会員　井川さん卓話楽

しみにしてます。

▼寺坂会員 ニコニコ宜しく。

▼中川（將）会員 在籍27年も

なりました。お陰様で～。在籍

内祝い。

▼小山会員　在籍内祝い。

▼中川（廣）会員　良い事があ

りますように。

▼山本（勝）会員　ＳＡＡに御

協力よろしくお願い致します。

▼井川会員　卓話よろしく。

▼菅野・奧谷・宮川会員 例会

欠席お詫び。

▼今西会員　清水会員お世

話になりました。

▼津田会員　いつもコーヒー

有難うございます。

▼松井会員　早退お詫び。

▼長竹会員　お陰様で在籍9

年です。

▼澁谷会員　在籍内祝い。よ

いことがありました。例会欠席

お詫び。

▼児林会員　井川さん卓話よ

ろしく。

▼西村会員　ニコニコにご協

力下さり、ありがとうございま

す！例会欠席お詫び。

▼小谷会員　ニコニコよろしく

お願いします。

▼大槻会員　誕生内祝い。

▼相馬会員　おいしいコーヒ

ー、ありがとうございます。

八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

1/18

1/25

2/1

会員数

58

58

59

出席

40

42

47

（内出席規定適用免除者）

6

7

7

メークアップ

0

出席率

78.43％

80.77％

88.68％

確定出席率

78.43％

ニ　コ　ニ　コ　箱

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

補助金管理
セミナー

地区チーム
研修セミナー

理事会

月
平和と紛争予防
／紛争解決月間

月 火 水 木 金 土 日

水と衛生月間

ＰＥＴＳ

理事会

月
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