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本日の例会

次回４月２８日の予告

RC ソング「四つのテスト」

４月１４日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２５名

　出席免除者４名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　３名

　出席率 89. 29％　　　3 月 17 日の修正出席率 96.4 3％

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【 松井石根 大将 】

上松瀬　会員

【 堺おおいずみRCとの合同例会 】

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

卓　話【 アイ ラブ アフリカ 】

NPO法人エスペランサ 馬場菊代理事長

会長の時間 小　寺　会長

　　　　　　　「我等の生業」ＲＣソング

●先週4 月 7 日、遠藤 登 会員がお亡くなりに

なりました。堺東RC では、会長、インターアク

ト委員長、地区ではインターアクト地区委員長

と、長年に亘りお世話をして頂き、活躍して頂

きました。心よりご冥福をお祈りいたします。

また、個人的にも遠藤様にはいろいろとお世話

になり、ここまで私がRC を続けてこられたのも

遠藤様のお蔭だと感謝いたしております。どう

も有り難うございました。

通夜／4 月 9 日(木）、告別式／4 月 10 日(金）、

場所／堺市斎場

委員長報告

■社会奉仕委員会／今　野　委員長■

 ボランティアコンサート開催の最終ご案内

先にご案内いたしました「ボランティアコン

サート」が、下記のとおり4 月 19 日(日）に行
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にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／寺山会員、本日の卓話「戦後70 年」

　　を楽しみにしています。

　　遠藤会員、有難うございました。ご冥福を

　　お祈りします。

　　江口様に写真を頂き感謝。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／寺山会員、卓話、楽しみにして

　　います。

　　江口様に写真を頂き感謝。

中村副会長／寺山会員、卓話「戦後70 年」楽し

　　みにしています。

　　江口様に写真を頂き感謝。

高松幹事／寺山会員の卓話を楽しみにしています。

　　会員の皆様にはいろいろご尽力頂き有難う

　　ございました。感謝申し上げます。

江口会員／親愛なる遠藤さん、心よりご冥福を

　　祈ります。

　　寺山会員、卓話、楽しみです。

橋本会員／寺山会員の卓話、楽しみにしています。

　　江口様に写真を頂き感謝。

市平会員／寺山委員長、卓話、楽しみです。

　　江口さん、写真有難うございます。

今野会員／寺山会員の卓話、期待しています。

　　高松幹事さん、ご苦労様でした。

　　江口様に写真を頂き感謝。

城戸会員／遠藤様のご冥福を謹んでお祈り申し

　　上げます。

　　寺山様の卓話、楽しみです。

　　江口様、今野様、いつも有難うございます。

高　松　幹事幹事報告

 友誌４月号のご案内

■雑誌広報委員会／江　口  副委員長■

われます。ご多用とは存じますが、多数ご参加

を再度お願い致します。

なお、参加者は当クラブのブルゾン着用をお願

い致します。

　日時／4 月 19 日(日）午後2 時～

　場所／陵東館長曽根

　演奏者／川上勝志君　他2 名

●次週4 月 21 日は堺おおいずみRC との合同例

会ですので、万障お繰り合わせのうえ、ご出席

ください。

上松瀬会員／寺山会員、本日の卓話、楽しみです。

北野会員／寺山会員さんの卓話、楽しみにして

　　おります。

松永会員／毎日ぐずついた日が続いています。

　　皆様ご自愛くださいませね。

　　寺山会員、卓話ご苦労様です。これからも

　　元気で長生きして下さいね。お願いします

　　よ!!

　　江口様に写真を頂き感謝。

三重野会員／寺山会員、卓話、ご苦労様です。

　　写真を頂き感謝。

宮園会員／寺山様、卓話、楽しみです。

　　江口様に写真を頂き感謝。

中野会員／寺山会員の「戦後70 年」どんな70 年

　　なのか楽しみに拝聴させて頂きます。

　　江口様に写真を頂き感謝。

奥野会員／寺山会員の卓話、楽しみに拝聴させ

　　て頂きます。

　　江口様、いつも写真すみません。有難うご

　　ざいます。

阪上会員／寺山会員の卓話、楽しみに拝聴します。

　　江口会員、春の家族会の写真、沢山頂きま

　　した。有難うございます。

咲山会員／寺山会員の卓話、楽しみです。

　　江口様に写真を頂き感謝。

佐竹会員／寺山会員、卓話、楽しみにしており

　　ます。

芝山会員／寺山会員の卓話、楽しみです。復帰

　　後、お元気で何よりです。

　　江口会員、写真、有難うございます。

高橋会員／寺山さん、卓話、楽しみにしています。

　　江口さん、いつも写真を有難うございます。

寺山会員／本日の卓話、纏まりのない話となる

　　と思いますが、お許しください。

吉村会員／遠藤会員のご冥福を謹んでお祈り申

　　し上げます。

　　寺山会員の卓話、楽しみです。

　　江口会員、いつも有難うございます。

 累計　1,459,000  円

寺　山　会員

「 戦後７０年 」

卓　話

　昭和21 年 5 月 3 日、戦前日本の政治・軍事指

導者28 人を被告とする極東国際軍事裁判を開廷

した。その中で、連合国軍総司令部に「決戦」

を挑んだ軍人がいた。・・・
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その人は岡田資(タスク）陸軍中将でした。

岡田中将は、名古屋第13 方面軍事司令官。名古

屋空襲を行った米軍爆撃機 B29 搭乗員の処分を

めぐり、戦勝国の理論で一方的にさばこうとす

る米軍の裁判官や検事に真正面から戦った。

そして、「部下は私の命令に従ったまでで罪はな

い。自分一人で罪は被る。」

此の事を、映画「明日への遺言」で公開された。

主演は藤田まことさん。

・戦後、景気が悪く国民が困る。

・昭和25 年、北朝鮮と韓国が戦争勃発。受注が

　増えて日本の景気が良くなる。

・昭和28 年 2 月、日本テレビが始まる。高度成

　長の波に乗り、各家庭に瞬く間に広がる。時

　のサラリーマンの初任給は 5,000 円。テレビ

　は180,000 円

・昭和39 年 10 月 10 日、東京オリンピックが開

　幕。東海道新幹線開業(時速210 キロ）

・政治では内閣総理大臣に田中角栄氏。政治と

　金の問題で退任する。(総選挙に56 億円が乱れ

　飛ぶ）

・昭和43 年 3 月、大阪で開催された日本万国博

　覧会。アジアで初めて。77ｹ国が参加。入場者

　数6400 万人。後世に残した遺産は極めて多い。

　建築技術・運営ノウハウを始め、金融系列の

　結束、事業の海外展開の知識。

・バブルが昭和60 年に始まり、平成3 年に崩壊

　。話題になった大阪ミナミの料亭(恵川)の女

　将・尾上縫さん、興銀が累計4 千億円の融資

　が…

・北朝鮮に拉致されたご家族 横田さんご夫妻が

　平成9 年北朝鮮被害者家族連絡会(家族会）を

　創る。平成14 年の小泉総理訪朝後、解決の糸

　口が見えてこない。

・平成7 年、地下鉄サリン事件・オウム真理教

　代表 麻原彰晃こと松本智津夫。

・平成14 年、学習指導要領が改定され、いわゆ

　る「ゆとり教育」人口にして2 千万人。オフィ

　スで電話を取らない、上司と飲み会はしない、

　顧客の希望よりも自分の夢に拘る、言われた

　事しかしない。

・平成23 年 3 月 11 日、東日本大震災。一日も

　早い復旧・復興を誰もが望んでいると思いま

　す。

番外

＜千葉県　曹洞宗・長寿院住職：篠原鋭一氏＞

　講演で若い人たちに「何歳まで生きたいかと

聞くと、大抵80 歳まで生きたいという答えが

返って来る。人生80 年とすると、睡眠で27 年、

食事で10 年、トイレその他で5 年、で42 年消

費している。差し引きすると、38 年の人生です。

そう長くない事に気付く。その反面、一生懸命

に生きなければと思うと、38 年しか働いていな

いので、もっと頑張ろうと思ってくる、と話さ

れる。

＜ウシオ電機会長・牛尾治朗さんとサントリー

ホールディングス社長・新浪剛史さんの対談＞

　牛尾さんが自分の持ち時間をどう使うか。一

日24 時間、起きて活動する時間を14 時間とす

ると1 週間で約100 時間、年間50 週としてザッ

と5000 時間強が自分の年間の持ち時間です。

会社で働く時間は質を重視してやれば 2000 時間

で十分です。経済財政諮問会議の仕事は、せい

ぜい1000 時間ですから合計3000 時間という事

は、残り2000 時間はゆっくり本を読んだりゴル

フをして自己投資の為に使える。大事なことは、

仕事も人生も楽しんでやることです。

第2 代よねやま親善大使が決定！

2 月 15 日締切の「第2 代よねやま親善大使」に

は40 人の学友・奨学生から応募があり、広報委

員会、常務理事会にて厳正なる選考の結果、下

記3 人の方に決定しました。任期は2015 年 7 月

から2 年間です。なお、初代よねやま親善大使・

楊小平さんも、1 年間任期を延長して活動して

ハイライトよねやま 181号　(4月13日発行）
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近隣クラブ例会変更
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

5 月 26 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

いただけることになりました！

7 月から、4 人の親善大使がロータリー米山記念奨学事業をＰＲします。

ぜひみなさんの地区へ招へいしてください。親善大使に関するご連絡は当会事務局広報担当まで。

タイ米山学友会総会報告―創立3 周年を迎えて―

　3 月 15 日、タイ米山学友会がバンコク市内で

総会を開催しました。学友・来賓の計28 人が集

まり、創立3 周年を祝いました。

同学友会ではこの3 年間、定期的な理事会の開

催のほか、児童養護施設の子どもたちへの支援

活動や海岸清掃（エコキャンプ）、経済的に困窮

する大学生への奨学金支給など、さまざまな奉

仕活動を行ってきました。現在の会員数は、創

立時から少し増えて

40 人。学友同士の

親睦活動や、タイや

日本のロータリーク

ラブとの交流も盛ん

です。総会では今後

の活動として、大学

生への奨学金支給に

代えて、貧しい地域

の小学生への奨学金

　　　　　　　　　　　　 支給や、HIV/AIDS

に感染した子どもたちのための児童養護施設へ

の支援を行うことなどが報告されました。

総会後の懇親会には、学友会創立に多大な尽力

をしたビチャイ・ラタクル元国際ロータリー会

長が激励に駆けつけました。当会の小沢一彦理

事長も総会・懇親会と出席し、タイ学友との交

流を深めました。

学友を激励するビチャ

イ・ラタクル元ＲＩ会長


