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母子の健康月間
月間テーマ（4月）

第1242回（本年度 第38回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 4/25 のお知らせ

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　国際大会
　檜皮 悦子 会員

♬SONG : 「花」
●卓話　MY ROTARYの活用について
　井本 万尋 会員

先週の土曜日、春の親睦家族会に参加された皆様ご苦労様でした。

34名の参加で近年では一番多かったと思います。黄檗山萬福寺から
宇治のお茶、そして平等院と言う工程でしたが、特に萬福寺での美味
しい普茶料理と思いもかけず般若湯ですっかり宴会状態になってま
したが、楽しい家族会だったと思います。

昨日、今年の4月からの米山奨学生のオリエンテーションに行ってき



ました。来週の例会から台湾のリュウ ウェンティンさ
んが来られますので皆さん仲良くしてあげて下さい。

話は変わりますが、今月は「母子の健康」です。ガバ
ナー月信の中で山本ガバナーが書かれていますので
少しお話致します。

世界で妊産婦の死亡率の高いのはアフリカの国々で、
新生児死亡率の高いのはパキスタンとやはりアフリ
カの国々です。5歳の誕生日を迎える事なく亡くなる
子供は年間540万人、一日に1万5,000人が亡くなる
と言われております。5歳未満時の主な死亡原因は、
はしか、マラリア、肺炎、エイズ、そして下痢性疾患で
す。もし清潔な水やワクチン、そして適正な医療サー
ビスが充実していれば、5歳未満児の死亡540万件
に加えて、毎年発生している260万件の死産の半数
以上は防げると言われています。

当地区では吹田RCが地区補助金を利用してミャン
マーの少数民族に、医療機器と助産婦の技術向上の
ための研修を提供。また茨木西RCはグローバル補助
金を活用してタイ北部の県立病院の産科及び小児
科の医療サービスの向上など教育的プログラムを実
施しています。

■本日は早瀬会員の卓話です。
　宜しくお願い申し上げます。

　例会終了後、第11回5月度理事会を開催いたしま
す。理事役員の皆様ご出席を宜しくお願い申し上
げます。

■4月18日（木）檜皮会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■4月25日（木）井本会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

2018-19年度第1241回（第37回例会）
幹事報告 (4/11)

幹事  藤本 淳司

■5月2日（木）休会です。

■5月9日（木）青少年奉仕委員会フォーラムです。
　北村讓委員長、ご準備、宜しくお願い申し上げます。

■5月16日（木）金森会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

地区委員会、その他の報告です。

■「2019-20年度のための地区研修・協議会」
　日程：4月13日（土）
　　　 登録12：00～　開会12：30～
　会場：大阪国際会議場　5階メインホール

　出席義務部門：次年度の役職、担当役職
①会長、②幹事、③クラブ奉仕（会
員増強含む）、④SAA、⑤クラブ研
修リーダー、⑥職業奉仕、⑦社会奉
仕、⑧国際奉仕、⑨青少年奉仕、⑩
ロータリー財団、⑪米山奨学

■「姉妹クラブ台北福齢RC創立21周年記念祝賀会」
　日程：4月27日～4月29日

■「国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会 
総会」
　日程：5月19日（日） 17：30～20：30
　会場：ヴィアーレ大阪　2階 安土の間

■「第2660地区 2019-2020年度のための会員増強
セミナー」
　日程：5月25日（土） 13：00～16：00
　会場：大阪YMCA　2F 大ホール

　会長エレクト、次年度幹事、次年度会員増強委員
長、ご出席を宜しくお願い申し上げます。

・オードブル
・サーモンとスズキのポワレ

アスパラガスと菜の花  アサリのジュ
・生ハムと卵のシーザーサラダ、コーヒー、パン

本日のメニュー



人生二度なし

早瀬 道圓 会員

今日は、大切なお時間を私に与えていただき、ありが
とうございます。

私は日頃、 社員に時間は寿命だと言っております。今
日の卓話は、皆様の寿命を30分間戴いたことになり
ます。

幕末の大老・井伊直弼は、石州流茶人の奥義をきわ
めた大名茶人としても著名で、宗観という号があり
「一期一会」は直弼の著書「茶湯一会集」の中に書か
れています。「茶の交友は、一期一会といって幾たび
同じ客と交会するとも、今日の会に再びかえらざるこ
とを思えば、実にわれ一世一度の会なり」と言ってお
ります。「一期一会」とは、一生涯に一度の出会い、邂
逅です。そのただ一度の出会いを大切にしなければ、
二度とそのチャンスはない。「今」といっても、「今」 は
瞬時に過去となります。「今は今しかない今は帰って
こない、今が大切」の思いです。

「法句経」に、「人は生まるるは難し、いま命あるは難
し、世に仏あるは難し、仏の教えを聞くは難し」とあり
ます。

人聞に生まれてきたということは有難い、だが、いま
生きているということはもっと有難い。また、仏、すな
わち真理が世にあるということは、なお有難い、その
教えを聞くことができるのは、さらに有難い、という意
味です。

一期一会、すなわち一生涯にただ一度出会うという
ことは、換言すれば、会った時が別れる時、直弼が言
うように、たとえ幾度同じ人と出会ったとしても、今、こ
の時は再び戻らない。（今日の卓話は今日だけです）
会った時が別れの時だと悟れたら、自分の人生、自分
の言動に、貢任を持たざるを得ません。

二度とない人生だから何のために生きるのか、どう生
きるのが正しいのか、私の考え方は、一回きりの人生
どう生き、何をするのが一番生きた証しであり、生き
甲斐ある人生か考えた結果、会社と仕事を通して、よ
り世の中に貢献することしかないとの結論です。

私は今、若い人達に、「人生二度なし」と命の大切さ
を話します。二度ない人生なら仕事を通し、会社を通
して自分が生きてきた証しを作ることです。

私は、小学一年生の時、兄が病気で亡くなり、中学生
の時、母との死別もあり、大学時、父と死別して、人は
全て死ぬんだという事を自覚した。その死の恐怖は
毎日のようにつきまとい、 高校、大学、社会人になる
まで苦しみました。そのような時に中村天風先生に出
会いました。 先生の死生観、人生哲学に学び、正岡
子規の（余は今まで禅のいはゆる悟りといふ事を誤
解して居た。悟りといふ事は如何なる場合にも平気
で死ぬる事かと思って居たのは間違いで、悟りといふ
事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であっ
た。）を読み、これは自分が臆病なのではなく、その事
を考えることこそ正しいと理解できた。恐怖に追いか
けられる毎日から逃げ続けた結果が、実は中味を充
実させたのでした。

私の転機は、'83年の妻の死でした。子育て、会社経
営に必死でしたが、会社の業績は、日に日に悪くなっ
ていきました。よく考えてみると中心の私の主軸がぶ
れていました。

それから自分を立て直すため、永平寺の3泊4日の参
禅会に毎月参加をして、坐禅をしていると、いろんな
自分が見えてくるんですね。自分の力で何かしようと、
いう力みの心が、かえって自分で自分を沈ませてしま
うことを自覚する。原理原則、いつまでも会社に関わ
れるわけでもなし、第2の人生を考える時だと思い、
今の師匠に弟子入りし出家をいたしました。

なぜ、出家したかといえば、短い人生なら老いて朽ち
るのを待つのではなく、新しい人生を自分で切り開き、
二毛作の人生にするため決断しました。人生に失敗
はない、愚痴がかあるだけだ。

私の師匠は齢96歳になりますが、朝のお務めなど手
を抜いたことはありません。私も一緒にお経を諷誦す
ることがありますが、まだまだ未熟だと、お小言をいま
でも頂戴します。幾つになっても注意してくださる師
匠がいることはありがたいと思います。皆さんも注意
してくれる師匠をお持ちになったらいかがでしょうか。



日　時：2019年4月11日（木）　13：40～14：03

場　所：太閤園 2F　サファイアルーム

出席者：理事役員
　　　　西田・村橋・木村・金森・辻（義）・井本・村上・北村（讓）・戸田・檜皮・安達・藤本　以上12名（敬称略）

欠席者：嶽下・北村（薫）　（敬称略）

2018-2019 年度 第11回　5月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長エレクト）

毎回お忙しいなか、お集まり頂きありがとうございま
す。今日はかなり項目も多いので、頑張って迅速に進
めてゆきたいと思いますので、よろしくお願いします。

審議事項

1. 年間行事予定の件

年4回あるクラブ協議会は、次年度は例会の卓話の時

間に充てる　⇒［ 承認 ］

尚、時間は30分間を予定。

2. 各委員会の事業計画の件

来年度計画書の提出を5月9日（木）期限とする。

単年度であるので、自分で思い切ってやりたい事を計

画するように。

＊今週13日（土）の地区研修・協議会への出席、各委

員長よろしくお願いします。場所は大阪国際会議場、

時間は12：00登録、12：30開催です。

3. 名誉会員の件
現在名誉会員数は6名であるが、来年度は5名

　⇒［ 承認 ］

泉 名誉会員は本年度で辞任されます。

4. 会社創立・誕生日・結婚記念日のお祝いの件

現行通り継続する　⇒［ 承認 ］

5. ミリオンダラーミールの件

従来から実施されているが、来年度も例会会食時の際、

1カ月に1回実施する。メニューは、カレーライスとチラ

シ寿司の2種類とする。　⇒［ 承認 ］

6. 太閤園三クラブ合同懇親会の件

内容も含めてこの懇親会担当の親睦活動委員会で検

討して頂く。また日時は決定して次の理事会で報告する。

日　時：2019年4月11日（木）11：30～12：05
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：木村・西田・金森・辻（一）・藤本・梅原・村橋・辻（義）・井本・下岡・岡本・村上・安達　以上13名（敬称略）
欠席者：北村（薫）　（敬称略）

2019-2020 年度 第三回　ノミニー理事会議事録

7. 成美学寮の件

井本委員長から当クラブが22年間実施してきた事業

であり、本年度も従来通り事業を継続　⇒［ 承認 ］

今年の11月30日（土）で検討。

8. 今後の台北福齢ロータリークラブ訪問の件

最近、訪問も毎年のようになっているが、5年、10年の

周年記念例会は別にして、原則として隔年訪問を基本

としたい。また、台湾在住の奨学生への10万円（年間）

授与については、送金方法・今後の継続も含めて先方

と協議検討すること。

9. その他

・ラジオ体操は第2例会日とし継続して実施する方針。

体操担当は野球部の皆さんを中心に行ってゆく。

（SAA岡本委員長）

 ・本年度の米山奨学生が台湾の女性（関西大学大学

院在学）の方に決定した。毎月第3例会日に訪問され、

次週より出席の予定。

 ・米山特別寄付の件は前回ノミニー理事会で、現在年

会費の内で年間2万円の特別寄付をしているが、来

年度はこれの廃止が承認された。そして従来の米山

功労賞のこともあるので普通寄付2,000円／半期、

特別寄付3,000円／半期は継続してゆくことも承認

された。しかし今回、米山特別寄付を自発的に自由意

思で希望する人の寄付方法をどうするかの提案が出

され、今後寄付方法につき別途具体的に検討するこ

とになった。

閉会挨拶（金森会長ノミニー）

これから30周年に向かって、クラブもいろんなところ
で見直しの時期にきており、過去の歴史に学んで、新
しい道を歩んでゆきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。



開会の挨拶（西田会長）
早いものでいよいよこの理事会が今年度の最後の単
独の理事会になりました。
残りの事業、奉仕活動もよろしくお願い致します。

【審議事項】

1. 2018～2019年度　年間行事計画について
追加事項として、

・4月27日～29日は、台北福齢RCの21周年例会に中

之島RCより8名が出席する。

・5月26日（日）大阪大手前RCとの親睦ゴルフ大会が開

催される。　→ 以上、別掲の予定表参照

2. IＭ6組フレッシュロータリアン研修交流会について
（村橋実行委員長）

5月11日（土）ロータリーデーの後、同じ会場（ドーンセ

ンター）で開催。場所のセッティング、食事のセッティン

グの為、SAA中心に手伝いをお願いしたい。

参加予定者は、今のところ80名程度。

当日のテーマは、「ロータリーの疑問を解消するため

に」「ロータリークラブに入会しての抱負」

3. 5月23日（木）の移動例会について
（村上職業奉仕委員長）

参加人数はまだ確定しておりません。

詳しい内容は5月に入ってからアナウンスする。

4. 6月19日の出前授業について
（村上職業奉仕委員長）

当日8：30～9：20　開明中学校、高等学校において。

講師は戸田会員。

クラブからの参加は、会長、幹事含め7～8名の予定。

5. 4月27日～29日の台北福齢RC訪問について
（戸田国際奉仕委員長）

台北福齢RCへの記念品は国際奉仕委員会の予算よ

り拠出　⇒［ 承認 ］

6. その他

・北村（讓）社会奉仕委員長：

5月の青少年月間には、にしなりこども食堂の川辺氏

に「こどもの未来を考える」のテーマで卓話をお願い

する。

・檜皮SAA委員長：

ニコニコ大賞を2名の会員にSAAの予算より贈る

　⇒［ 承認 ］

・4月より新たな奨学生として台湾の劉文婷（リュウ
ウェンティン）さんが決定した。ご本人は毎月第3週の

例会に出席する旨、西田会長より報告あり。

閉会の挨拶（木村会長エレクト）
本日はお忙しい中参集して頂き、且つ迅速、効果的な
会の進行にご協力頂きありがとうございました。

【’19年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1248

1249

1250

-

44

45

46

-

委員会報告

会長・幹事退任挨拶
夜例会・下半期新入会員歓迎会

休会⑤

各委員長・小委員長

卓話担当：満村会員

西田会長、藤本幹事

新旧合同クラブ協議会

7月度第1回理事会

ハンブルク国際大会（ドイツ）
　日程：6/1（土）～5日（水）
三世代クラブ有志合同懇親会
（ホスト：大阪中之島RC）
　日程：6/13（木）
　会場：大阪倶楽部
職業奉仕委員会　出前授業  
　日程：6/19（水）8：30～
　会場：開明中学校

【’19年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

-

1244

1245

1246

1247

-

40

41

42

43

休会④

青少年奉仕委員会フォーラム

職業奉仕委員会  移動例会

新旧合同理事会

青少年奉仕委員長：
北村（讓）委員長

卓話担当：金森会員

卓話担当：栗山会員

IMロータリーデー（ホスト：大阪大手前RC）
IM6組フレッシュロータリアン
研修交流会（ホスト：大阪中之島RC）
　日程：5/11（土）
規定審議報告会
　日程：5/18（土）
　会場：大阪国際会議場
大阪大手前RC・大阪中之島RC合同
親睦ゴルフコンペ
　日程：5/26（日）  スタート：7：44～
　場所：オリムピック倶楽部



ニコニコBOX

西田：本日の卓話、早瀬さん、宜しくお願いします。ニ
コニコ

木村：早瀬さん、卓話宜しくお願いします。

藤本：早瀬会員、本日は卓話宜しくお願いします。

金森：本日の卓話、早瀬さん楽しみです。
事業所祝い有難うございました。

村上：早瀬さん、卓話楽しみです。ニコニコ

北村（讓）：4月の第2例ですね。ニコニコ

戸田：早瀬さん、卓話楽しみにしています。

吉田：ニコニコ

早瀬：卓話です。よろしくお願いします。

高島：先週の胃カメラOKでした。来週は大腸ファイア
バーです。良い結果を期待しています。

辻（一）：花冷えですね。お気をつけ下さい。ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：最近妻とは縁が薄くなり、病院とは縁が深くな
りつつあります。

檜皮：①早瀬会員、家族会では過分なるお心遣い有
難うございました。

②785段の階段を登り、金比羅さまをお参りし
ました。良いことがあるかな・・あって欲しい！

辻（義）：ニコニコ

上山：桜の通り抜けですね。

栗山：ようやく春ですね。

満村：ニコニコ

井本：先週の家族親睦会、ご参加の皆様有難うござい
ます。楽しく過ごせました。
早瀬さん、卓話たのしみです。

上瀬：桜が綺麗ですね。ニコニコ

本日合計 : ￥47,000
累　計 : ￥1,855,471
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●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 30名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 85.71 %
3月14日の修正出席率 94.28 %

●メイクアップ
福田 忠博   3 月19日 ガバナー補佐会議
北村 　薫   3 月14日 瀬戸田ロータリークラブ
下岡 陽一郎   3 月22日 大阪城南RC

4月からの米山奨学生
4月10日に行われた2660地区の米山奨学生オリエ
ンテーションに行ってきました。
今年度は新旧合わせて51名の米山奨学生が紹介さ
れました。今年の4月から大阪中之島RCに来られる
奨学生は台湾のリュウ ウェンティンさんで毎月第3例
会に来られます。彼女は台湾の高校で歴史を教えて
おられ、日本が大好きで日本と台湾の歴史を研究す
る為に関西大学の総合人文学を専攻しておられま
す。その為に高校を2年間休職して来られました。
皆様これから1年間仲良くしてあげて下さい。ちなみ
にニックネームはティンちゃんです。

西田 末彦 会長

Dテーブルミーティング
4月11日の18：00より中央区釣鐘町のアシャールに
てDテーブルのテーブルミーティングが開催されまし
た。西田会長と藤本幹事にもお越しいただき、真面目
な話からここにはとても掲載できない話まで飛び出
し大盛り上がりでした。会場の手配は辻一夫会員に
お世話になりました。ありがとうございました。


