
　

▼卓話予告

4/26　「ロータリークラブで

　　　　　いかに成長するか」

　　　　　　松本新太郎 元会長

5/10　「私を語る」

　　　山本隆一・児林秀一会員

5/17　 坂本憲治元会長

5/24　「職業奉仕について」

第２６３０地区パストガバナー　

　　服部芳樹様　（岐阜ＲＣ）

5/3　移動例会

　　「文楽と私」豊竹呂太夫様

花より団子

　急に暖かくなりましたが、関西の春は

奈良東大寺のお水取りで始まり、造幣

局の通り抜けで終わると言われており

ます。花見と言うとやはり桜を思い浮

かべます。

　寒い冬を経て、暖かくなってきた春

の訪れを告げる桜。丁度この時期に、

出逢いと別れを繰り返す私達が、桜を

見ていると幻想的のようで、現実的な、

不思議な世界にはいります。

　お花見は、日本文化に深く根差した、

人々から愛され続けている行事です。

花見の起源は、奈良時代だと言われ

ております。しかしそれは「梅」でした。

　花見が「桜」を意味するようになった

のは、平安時代になってからです。天

皇主催の定例行事も、江戸時代にな

ると花見は庶民の間にも広がり、酒を

飲みかわす花見になりました。

　また花見は豊作祈願の行事として農

民の間でも行われていました。その一

説によると、サクラの「サ」は穀物の霊

を表す古語、田の神様という意味、ま

た「クラ」は神様の座る場所という意味
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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

八尾河内音頭まつり振興会

　事務局（八尾市産業政策課）

　　課長　　　　西野　賢二様

　　課長補佐　徳光　史朗様

▼出席報告

▼ロータリーの友紹介

　　　　相馬　康人　会員

▼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　　「健康を語る」

　　　　　川田　隆　会員・

　　　　　西村　衛　会員

▼閉　会　「点　鐘」

 

会 長 の 時 間



があり、春になって山から降りてきた田

の神様が、宿る木とされていました。そ

の為桜の花が稲の花に見立てられ、

咲き方でその年の収穫を占ったり、桜

の開花期に種モミを蒔く準備をしたりし

たそうです。豊作を願って神聖な木で

ある「桜」のもとで田の神様を迎え、料

理や酒でもてなし一緒にいただくこと

が、本来の花見の意味だったのです。

　「明日ありと思う心の仇桜」「世の中は、

三日みぬ間の桜かな」とは、古くから

良く知られる格言です。日本において

は、満開の桜だけが賛美されてきたわ

けではありません。

　豪華な桜の花びらが風に吹かれて

豪快に散る花吹雪にも、美しさと切な

さがあり、何とも感慨深い。どんなに美

しく華やかな人でも、いつかは必ず死

が訪れる。まるで一つの人生のような

桜の短命さも、日本人の心を揺さぶる

要因の一つです。

　仏教でいう「諸行無常」の思想が根

底にあり、私達の日常生活にまで浸透

しています。それほど世間の変化は激

しく、予想困難なことは多い。その意味

で日本を代表する桜の花の潔く散るさ

まは、絶好の対象とされたのでしょう。

　そして「散る桜、残る桜も散る桜」、神

風特攻隊が遺書に引用したことで有

名になりました。良寛の辞世とされる句

ですが「人生のはかなさ」をとらえ、明

日無事である保証は、誰にもありませ

ん。あっけなく散ってしまうその変化の

速さと同じように、世のあらゆる物事は、

やはりほんの僅かな時間の内に移り変

わるから、どんな場合にも自分自身と

周囲の状況に十分注意して、油断の

ないよう過ごさねばならない、とおしえ

てくれているのでしょう。

　科学文明の生活を考えると「三日見

ぬ間」を重視することこそ大切で、変化

に遅れないよう過ごしてゆきたいと思

います。

　しかし、やはり花より団子。花は半開

の五分咲き程度の時期に観るのが一

番良い見所であり、酒はほろ酔い気分

で度を超さない位飲むのが良い。

　春は出発と出会いの季節でもありま

す。新なご縁の花が咲く日々に、人と

人がつながっていくのを、改めて実感

いたします。人生を豊かに深めていく

為にも、皆さんも、どのようにして自分

自身の「散り際の修め方」をＲＣと共に

考えて頂きたいと思います。

▼８日ロータリーデーに多数ご出

席いただきありがとうございました。

▼15日に地区研修・協議会が開催

されます。出席義務者の方はよろ

しくお願いいたします。

▼5月13日に大阪柏原、八尾東、

八尾中央と４クラブ合同の懇親会

を開催します。出欠を回覧します。

▼福島　淳　会長

　当クラブは来年度で、50周年を

迎えます。記念式典を開催予定で

すので、ぜひお越しください。

▼益山　和之

　　50周年実行委員長

　八尾ＲＣ様には30年以上のお付

き合いをいただいており、ありがとう

ございます。式典にはぜひご臨席

いただき、華を添えていただけれ

ばと考えております。

▼村井　豊久

　　　50周年副実行委員長

　式典は平成30年3月4日に予定し

ております。また、記念事業として

ビーチバレーを行います。ビーチ

ボールを使って、子どもたちが行う

バレーボールです。

▼岡本　雅憲　会長エレクト

　初めておじゃまいたします。次年

度の会長を務めさせていただきま

す。式典にぜひお越しいただき、と

もにお時間を過ごすことができれ

ば、と思います。

▼陳　韋宏　様

　台湾から来ました。現在は日本語教

育センターに通って、日本語の勉強を

しています。よろしくお願いいたします。

▼長竹　浩・次年度幹事

　本日例会後、次年度の第2回クラ

ブ協議会を開催します。

　また15日には、次年度のための

地区研修・協議会が開催されます。

対象の方はご出席ください。

「私を語る」

▼幡田　賀紀　会員

　この度お声をかけていただき、私の

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話

そ の 他 の 報 告

米山奨学生の紹介

越中八尾ＲＣご訪問



入会にご尽力いただきました皆様に、

お礼申し上げます。

　私は昭和47年、米穀商の次男として

生まれました。大正小学校では３年か

らサッカークラブに入り、６年生まで毎

日ボールを蹴っていました。それから

ラジコンに凝り、やがてゴルフをはじめ、

今も趣味にしています。

　大学では短期ですがホームステイを

経験したりしましたが、ビリヤードに夢

中になったりして、１年だけ余分に通

いました。

　そして父の経営するハリタに入社、

営業や商品管理などを学びました。今

は経営の勉強もあり、まだまだ修行中

といったところです。

　私には兄がおり、早く結婚したことも

あり、私も見合いをすすめられました。

そして妻と結婚し、現在に至ります。

　妻は長女で、私は次男ですが、この

長女と次男というのは、よい組み合わ

せだそうです。気の弱い私とは対照的

に、妻はしっかり者で、留年したことを

打ち明けても「それがどないしたん」と

言われました。

　中２と小６の娘がおり、帰宅すると彼

女たちが迎えてくれます。そんなささい

なことが、とても幸せに感じます。

　無事にここまで健康でやってこれた

ことには、やはり親に感謝します。これ

からもがんばっていきたいと思います。

　八尾ＲＣでも、先輩方のご指導のもと、

勉強し成長していきたいと思います。

　私は米穀業として、卸も小売も営ん

でおりますが、昨年はコメの消費量が

少ないというデータが出ました。国内

では麺など他の業界も落ち込んでいる

そうです。

　その原因は、人口減少もあるのでし

ょうが、炭水化物ダイエットが影響して

いるのかもしれません。昨今の健康ブ

ームで、消費が減っている可能性もあ

ります。

　お米は最後に食べればダイエットに

も問題ないので、皆様安心してお召し

上がりください。

▼相馬　康人　会員

　昨年11月に入会させていただき、は

や5ヶ月が経過しました。

　現在45歳ですが、これまで自分なり

のルールに従い生きてきたつもりです。

　その一つが「すべてを疑え」ということ

です。これは高校の先生からいただい

た言葉です。

　私は少しおっちょこちょいなところが

あるのですが、間違いは「間違うはず

がないと思っているところで間違えるの

だ」と指摘されました。

　大学で東京へ出る機会をいただき、

初めて遠方での一人暮らしを経験しま

した。やがて大阪へ転勤するまで、結

局15年東京にとどまりました。

　八尾へは７年前に戻ったのですが、

それから間を置かずに父が亡くなりま

した。私が帰ってきて、ほっとしたので

しょうか。母は今も健在です。

　私はお見合いで結婚、妻は京都から

きました。中1と小3の子どもがいます。

　大学４年のときに、網膜剥離を患い

ました。一時は失明も覚悟したのです

が、半年ぐらいでようやく見えるように

なりました。

　しかし初めは、真っすぐのはずのも

のが曲がって見えたりしました。網膜を

はる際に、どうしてもシワが寄ってしまう

のが原因だそうです。しかしそれが、２

週間ぐらいたつとなおったのです。そ

れは、目に映る像を、脳が瞬時に修正

しているからだそうです。

　もともと網膜には上下反転した像が

映っているのを、脳が認識して補正し

ているのです。

　これを聞いて、先ほどの「すべてを疑

え」という言葉を思い出しました。目に

見えているものでさえ、本当かどうかわ

からないのです。

　私は特別養護老人ホームを経営して

いますが、中には幻覚を見る方もおら

れます。でもその人にとって幻覚は、

本当に見えている現実なのです。

　病気のこともあり、目指していた法律

の世界への道は断念しました。その後、

凸版印刷に就職し、いろんな部署を経

験しました。

　すべてを疑え、と申しましたが、中に

は疑ってはならぬものもあると考えて

います。それは絆と思います。

　ＲＣの奉仕活動を見るにつけ、人と

人とのつながりの大切さを感じていま

す。これからもロータリーの活動をがん

ばっていきたいと思っておりますので、

ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたし

ます。

▼越中八尾ＲＣ様　

ニ　コ　ニ　コ　箱



▼山本（昌）会長　本日私を語る幡田

さん相馬さんよろしく！越中八尾さん、

ごゆっくりして下さい！

▼田中副会長　越中八尾ＲＣ福島会

長はじめご一行様、ようこそお越し頂

きました。ごゆっくりして行って下さい。

在籍内祝い。

▼山陰幹事 越中八尾ＲＣの皆様、大

阪西ＲＣ奥田様、米山奨学生の陳さ

んようこそお越し下さいました。ごゆっ

くりお楽しみ下さい。

▼松本・川田会員 越中八尾の皆様

ようこそいらっしゃいました。

▼居相会員　越中八尾ＲＣの皆様よう

こそお越し下さいまして、ありがとうご

ざいます。ごゆっくりおくつろぎ下さい。

▼中西（啓）会員　ＩＭ欠席お詫び。

▼寺坂会員　ＩＭ御苦労様でした。

▼村本会員　最悪です。在籍内祝い。

写真有難う。

▼中川（廣）会員　良い事があります

ように。

▼山本（勝）会員　おかげ様で２０年

を迎えました。ありがとうございます。

▼井川会員　福島会長、はじめ越中

八尾ＲＣの皆様、ようこそおいで下さ

いました。

▼小林会員　幡田さん、相馬さん、卓

話がんばって下さい。

▼菅野会員　越中八尾の皆様本日

は、ようこそお越し下さいました。

▼飯田会員　福島会長はじめ越中八

尾の皆様ようこそお越し下さいました。

写真有難う。

▼濱岡会員　越中八尾ＲＣの皆様、

本日は遠路よりお越し頂き、誠に有

難うございます。ごゆっくりなさって下

さい。写真有難う。例会欠席お詫び。

▼松井会員　誕生内祝い。

▼新宮会員　良い事がありますよう

に！！写真有難う。

▼宮川会員　幡田さん相馬さん　私

は語る　頑張って下さい。

▼野村会員　長竹さん、中西さん、大

槻さん昨日はありがとうございました。

ご夫人誕生日。

▼児林会員　明日四輪会よろしく。

▼西村会員　皆様ニコニコよろしくお

願いします。在籍内祝い。

▼小谷会員　越中八尾の皆様ようこ

そいらっしゃいました。連絡事項　四

輪会明日9：30にアスカＣＣに集合で

す。よろしくお願いします。

▼幡田会員　写真有難う。

▼福田会員　幡田さん、相馬さん本

日私を語る期待しています。

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

3/29

4/8

4/12

会員数

58

58

58

出席

35

35

40

（内出席規定適用免除者）

5

4

7

メークアップ

6

出席率

68.63％

70.00％

75.47％

確定出席率

80.39％

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

春のRYLA

理事会

月青少年奉仕月間

月 火 水 木 金 土 日

地区研修・
協議会

ＩＭ第４組
ロータリーデー

（例会日変更）
　→8（土）へ

理事会
・例会

月

母子の健康月間
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