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本日の例会

次回４月１４日の予告

RC ソング「君が代」「奉仕の理想」

３月２４日の記録

出席報告

　全会員数　３０名　　　　  本日の出席者　２４名

　出席免除者５名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　４名

　出席率 8 5. 7 1％　　　3 月 3 日の修正出席率 1 00％⑨

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 四つのテスト」　
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

卓　話【 戦後７０年 】

寺　山　会員

【インフォメーション／雑誌広報委員会】

咲　山　委員長

 池　田 様 （堺北RC）お客様紹介

　　　　　　　「堺東ロータリーの詩」ＲＣソング

　

　

＜会員誕生日＞

　　橋　本　会員　　　　北　野　会員

　＜奥様誕生日＞

　　なし

　＜結婚記念日＞

　　沼　田　会員　　　　阪　上　会員

　　芝　山　会員　　　　八　百　会員

　＜創業記念日＞

　　江　口　会員　　　　林　　　会員

　　阪　上　会員　　　　寺　山　会員

　　吉　村　会員

　＜入会記念日＞

　今野会員／S52年4月1日(満38年・皆出席37回）

　咲山会員／S47年4月25日(満43年･皆出席41回）

　高松会員／H22年4月6日(満5年・皆出席4回)

●４月のお祝い●
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委員長報告

高　松　幹事幹事報告

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／芝山会員、本日の卓話「大相撲行司

　　の世界」大変楽しみにしています。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／池田様ようこそ。ごゆっくりし

　　て下さい。

　　芝山会員、卓話、楽しみにしています。

中村副会長／亜芝山会員「行司の世界」楽しみ

　　にしています。

　　互輪会団体優勝おめでとうございます。

高松幹事／芝山会員の卓話を楽しみにしています。

　　互輪会団体優勝おめでとうございます。

　　池田様ようこそお越し下さいました。

江口会員／芝山会員の行司の話、楽しく拝聴し

　　ます。

　　今野会員、千秋楽ではお世話になりました。

　　遠藤力士の顔が見えず残念でした。

藤田会員／芝山会員の卓話、楽しみです。

橋本会員／芝山会員の卓話、楽しみです。

　　上松瀬 地区職業奉仕委員長、頑張って。

市平会員／芝山会員、卓話、楽しみです。

今野会員／追手風部屋の千秋楽祝賀会に多数の

　　皆さんに参加して頂き感謝します。

　　芝山会員の卓話、期待しています。

城戸会員／芝山会員の卓話、楽しみです。

　　江口様、いつも写真を有難う。

　　ホームクラブ欠席お詫び申し上げます。

　　池田先生ようこそ。ごゆっくりなさって下

　　さい。

上松瀬会員／芝山会員、卓話、楽しみです。

北野会員／本日の卓話、芝山会員、興味深く拝

　　聴致します。

松永会員／芝山会員、卓話　楽しみです。

　　フレーフレー頑張って!！

三重野会員／芝山会員、卓話、ご苦労様です。

中野会員／芝山会員、卓話、ご苦労様です。

　　大阪場所も終り、タイムリーな話を楽しみ

　　に拝聴させて頂きます。

会長の時間 小　寺　会長

■社会奉仕委員会／今　野　委員長■

■親睦活動委員会／芝　山　委員長■

■東輪会／咲　山　東輪会会長■

●「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、奈

良のお水取りも終り、桜前線も西日本から北上

中です。昨日は、和歌山の紀三井寺でも桜の開

花宣言がありました。

開花宣言とは、気象庁が“代表とする木の桜花

が5 輪咲けば開花”を宣言するそうです。

大阪では大阪城西の丸庭園の木が代表となるよ

うですが、昨日の時点では、まだ3 輪しか咲い

ていないので、開花宣言にはなりませんでした

が、今日か明日にでも開花宣言が出るようです。

●先週17 日(火）、第85 回互輪会ゴルフコンペ

が、天野山CC で行われましたので例会を休んで

参加させて頂きました。

堺11RC の内、9 クラブ約60 名の参加で、当堺東

RC からは阪上会員、林会員、奥野会員と私の4

名が参加し、見事な成績で団体優勝をすること

が出来ました。心から嬉しく思っています。今

年のホストは堺フラワーRC、次回は堺RC がホ

ストです。また来年も頑張りたいと思います。

 「春の家族会」 最終ご案内

　かねてよりご案内の「春の家族会」の最終ご

案内書を参加者の棚に配布しています。この度

の家族会には総勢39 名の参加となり、大変うれ

しく思います。一日楽しく過ごせますよう一生

懸命頑張りますので、皆様も怪我なく無事に帰

りつきますようご協力を宜しくお願い申し上げ

ます。

 ボランティアコンサート開催のご案内

　1999 年から続けております「ボランティアコ

ンサート」を本年も下記要領で開催致します。

何かとご多用とは存じますが、ご参加のほど、

お願い致します。

日時／平成27 年 4 月 19 日(日）午後2 時～

場所／陵東館長曽根

出演者／川上勝志君　他

 「堺おおいずみRC  との合同コンペ」 最終ご案内

　4 月 2 日(木）は合同コンペです。参加申し込

みの方は集合時間に間違いなくお集まり下さい。

●次週3 月 31 日例会は休会です。

●次回例会終了後、定例理事会を開催します。

●宮園会員の名簿用リフィル訂正分を各位の棚

に配布しています。(先週欠席の方は差し替えて

います）

●3 月27 日(金)と 4 月2 日(木)事務局休みます。
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沼田会員／芝山会員の卓話、楽しみにしており

　　ます。

　　ホームクラブ欠席のお詫び。

阪上会員／芝山親睦委員長、本日の卓話、楽し

　　みに拝聴させて頂きます。

咲山会員／芝山会員、卓話楽しみです。

佐竹会員／芝山会員、卓話、楽しみにしており

　　ます。

高橋会員／芝山会員、本日の卓話、楽しみにし

　　ています。

寺山会員／本日の卓話、芝山会員、「大相撲行司

　　の世界」楽しみにしています。

吉村会員／芝山会員の卓話、楽しみです。

 累計　1,369,000  円

芝　山　会員卓　話

「 大相撲 行司の世界  」

行司の基礎知識　

１・軍配の房にどんな色があり、その色がどの

　　階級を表すか？

２・昭和２２年に二人の三役行司に草履が許さ

　　れている。その行司は誰と誰か？

３・明治以後　木村庄之助は常に主席行司で、　

　　式守伊之助は常に第二席だったか？

４・昭和以前の朱房行司はすべて三役行司だっ

　　たか？

５・昭和の朱房行司はいつから草履をはけるよ

　　うになったか。

６・昭和以後、朱房の三役行司はすべて草履を

　　はいていたか。

７・力士を呼び上げるとき、木村姓の行司は軍

　　配の握りが「蔭」で、式守姓の行司は、陽」

　　だといわれている。

　　それは規定に明記されているか。

８・力士が立ち会う前、行司が軍配を下から支

　　える場合と、そうでない場合がある。

９・現在、三役行司が立行司の代わりに、横綱

　　土俵入りを引く場合、短刀を差すか、また、

　　木村庄之助の代わりに結びの一番を裁く場

　　合はどうか。

　行司は、勝負が決まった段階で、どちらの力

士が勝ったかを軍配によって示さなければなら

ない。行司の判定に対して、勝負審判などが異

議を申し立てた場合には物言いとなり、協議な

される。負傷などが原因でどうしても勝敗の判

定を行うことができない場合、土俵際に控えて

いる別の行司が負傷した行司に代わって勝敗を

軍配で示す。

　行司は、他競技いうところの主審やレフェ

リーなどに相当すると言われるが、行司はあく

までも第一次的に取り組みの勝敗を者であり(ア

マチュア相撲では、この役割を行う者を他競技

のように「主審」と呼ぶ)、反則などは見ない取

り決めとなっているほか、また同体の判定はで

きない。

　物言いとなった際には意見を述べることは出

来ても最終的な評決には加わることは出来ない。

実際にも高位の行司であっても勝負審判に対し

て強く自らの判定の正当性を主張することは稀

である等、近代スポーツであれば当然主審に与

えられる権限が行司にはない。

　大相撲においては、取組中に「発気揚」（はっ

けよい）「残った残った」などの取組中の力士に

声を掛ける、観戦の邪魔にならないように移動

する。

　力士の緩んだ廻しを締め直す（まわし待っ

た）、力士の外れたさがりを土俵の外に除ける。

水入りの場合に両者の立ち位置や組手などを決

める。など土俵上において様々なことをこなさ

なければならないことから、取組み進行役とし

ての役割も持っている。

　土俵上での役割に加え、他にも番付けを書く、

決まり手をアナウンスするなどの仕事や、それ

ぞれの所属部屋での仕事もある。
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近隣クラブ例会変更

4 月 16 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

4月 18 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

4月22日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

4 月 30 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

5月 2日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

5 月 7 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

　ロータリーニュース　（2015 年 3月16 日）

　ロータリーの放送メディア部が制作したド

キュメンタリー短編映画「Rotary Family

Health Days」が、2015 年テリーアワード

（Telly Awards）の2つの賞を受賞しました。

テリーアワードは優れた映像作品に贈られる栄

誉ある賞であり、ロータリーのこの作品は、オ

ンラインビデオ・ドキュメンタリー部門で最高

のシルバー賞、オンラインビデオ・ブランドコ

ンテント・エンターテイメント部門でブロンズ

賞に輝きました。南アフリカの国営テレビ局で

ある南アフリカ放送協会をはじめ、アフリカ各

地のテレビ局がこの映画を放映しました。

「勇気が出るようなニュースや、社会のためにが

んばっている人たちの姿を伝えることで、外部

の人たちにロータリーの活動を紹介したかった」

と、プロデューサーであるアンドリュー・チャ

ドジンスキーは話します。

　このドキュメンタリーでは、アフリカの地域

社会が抱えるHIV ／エイズの問題に焦点を当て

ながら、米国と南アフリカの2 人の女性の姿を

追っています。 エイズで娘夫婦を亡くした南ア

フリカのメ・マリアさんは、2 人の孫と一緒に

暮らしています。孫の世話をしながら懸命に生

きる彼女の姿は、観る人に感動と勇気を与えま

す。

　一方、米国アトランタのロータリー会員、マ

リオン・バンチさんは、エイズで息子を亡くし

たことをきっかけに、全世界でのエイズ予防活

動を始めました。「ロータリー家族健康デー

（Rotary Family Health Days）」の支援もその一

つです。

「息子を亡くしたことで、ビジネスウーマンとし

ての生活から、エイズ予防と人権のために闘う

人生へと変わった」と語るバンチさんは、 昨年

10 月、ロータリーの2014 年「ウーマン・オブ・

アクション」の1 人としてホワイトハウスで表

彰されました。ダンウッディ・ロータリークラ

ブに所属するバンチさんは、自ら設立したグ

ループ、「Rotarians for Family Health and

AIDS Prevention（家族の健康とエイズ予防のた

めのロータリアン）」の代表責任者を務めていま

す。このグループは、保健プロジェクトに力を入

れているロータリークラブの支援も行っていま

す。

　今年で5 年目を迎える「ロータリー家族健康

デー」は、アフリカのロータリークラブの後援の

下、ガーナ、ナイジェリア、南アフリカ、ウガン

ダなど、医療不足の問題を抱えている国々で、

HIV ／エイズ検査やほかの病気の予防を目的とし

た医療を無料で提供しています。きっかけは、

2010 年、ウガンダのロータリー会員であるス

ティーブン・ムワンジさんが、さまざまな町で総

合的な医療イベントをロータリーが実施するとい

うアイデアを持ちかけたことでした。

　「HIV ／エイズに感染した人のいる家族には、

大きな負担がのしかかります。特に、エイズ末期

の息子や娘がいて孫の世話をしなければならない

高齢者や、エイズで親を亡くした孤児たちにとっ

て、その負担は計り知れません」とバンチさん。

「これは、全世界を脅かす病気と闘うために団結

する人びとのストーリーなのです」

　ロータリーは2012 年にも、ドキュメンタリー

「世界でよいことをしよう：地元経済の発展」で

テリーアワードのシルバー賞を受賞しています。

エイズを題材とするドキュメンタリーで

　　　　　ロータリーがテリーアワードを受賞

子をエイズで亡くしたことがきっかけでエイズ予防活動

を始めたロータリー会員、マリオン・バンチさん（左）。

エイズで息子夫婦

を亡くし、2人の孫

を懸命に育てる南

アフリカのメ・マ

リアさんとともに。


