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1.真実かどうか
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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

本日の例会

次回の例会

第1835回例会 令和 4 年 1 月31日
今週の歌 「我等の生業」
卓
話 「私の人生
今まで歩んで来た事を伝えます」
河邊 哲郎 パスト会長

第1836回例会 令和 4 年 2 月 7 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「
（省エネルギー月間）ダスキンの
サステナビリティマネジメント」
島倉
勝 会員

前回の記録
会長挨拶

捜査関係者や京王電鉄によると、最初に非常通報装

杦本会長

置のボタンが押されたのは10月31日午後 7 時56分、京
王八王子発新宿行きの上り特急電車（10両）が時速約
45キロで布田駅を通過中、非常通報したのは 4 号車の
乗客でした。隣の 3 号車で、職業不詳の服部恭太容疑
者（24）
（殺人未遂容疑で逮捕）が乗客男性（72）の
右胸をナイフで刺し、車内はパニック状態に陥ってい
た。車掌は非常通報装置のマイクで乗客に「どうしま
したか？」と呼びかけたが、応答はなかったようで
す。続いて 3 号車、 6 号車、 7 号車でも非常通報ボタ
ンが押されたが、マイク越しに会話に応じる乗客はい

本日は、棋士の浦野真彦 8 段をゲストスピーカーと
してお招きしております。後ほど卓話を宜しくお願い
いたします。
弊社大日電子では、列車無線や非常通報装置を阪急

なかったようです。
列車車両には、列車の車内で事件・事故や急病人が
発生したとき、乗務員に対して非常事態を知らせるた
めの「車内通報装置」や「非常通報装置」と呼ぶ装置

電車や湘南モノレールなどの鉄道会社に設計製造して

が、各車両のドア横や車両連結部付近の壁面に設置さ

納入しています。本日は、鉄道に関わるニュースをご

れており、SОSシールなどで目立つようにしてあり

紹介します。

ます。トラブルを察知した人が「車内非常通報ボタ

京王線車内で17人が重軽傷を負った事件から 3 か月

ン」を押すと乗務員室内のブザーが鳴動し、緊急事態

程度たちます。警視庁の捜査や京王電鉄の調査で、当

を知らせ、乗務員と通話ができます。この通報を受け

時の状況が徐々に明らかになってきました。車内の非

たとき、運転士は各社の取り決めに従い緊急に対応し

常通報ボタンが何度も押されたが、マイク越しに車掌

ます。その場で直ちに列車を停車する、トンネル内や

に状況を伝えられた人はおらず、通話機能が知られて

橋梁を避けてすみやかに停車する、最寄り駅まで走行

いなかった可能性もあると言われています。

してから停車する、などの方法がありますが、いずれ

の場合も状況に応じて最も安全な措置を講ずることが

3 ．新入会員レクチャーの件

必要とされます。また、乗務員が非常通報に対応でき

 本日例会終了後に「新入会員レクチャー」が開催

ないときは、一定時間以上経過すると、列車無線を通

されます。該当の会員様、宜しくお願い致します。

じて運転指令と通話がつながるものもあり、運転指令

4 ．2023－24年度（延原健二ガバナー）のIM第 2 組

が対応にあたる場合もあり、駅での対応が準備されま
す。
そこで皆さんにお願いしたいのは、列車には必ず非
常通報装置が備えてあるので、車内でトラブルが起き
たときは、その車両か、或いは別の車両からでも良い
ので、勇気を出して通報ボタンを押して乗務員へ連絡

ガバナー補佐の選出要請が当クラブにありました。
 来週 1 月31日（月）17：00－パスト会長会を開催致
します。パスト会長はお集まり下さい。
5 ．来週の理事会開催の件
 来週の 1 月31日例会終了後、第11回（ 1 月度）理
事会を開催致します。理事の皆様、宜しくお願い致
します。

通話してください。

ゲスト紹介

瓜生副SAA

本日のお客様は、棋士の浦野真彦 8 段が、ゲストス

出席報告
●会

員

数

出席会員数

出席委員会

本田委員長

42名
34名（内Web出席

1 名）

ピーカーとしてお越し頂いております。本日の卓話よ

●来

ろしくお願いいたします。

●※コロナ禍によるメーキャップ規定により12月20日

客

1名

本日の出席率

91.89％

の出席率は100％

幹事報告

木下幹事

国際奉仕委員会

木田副委員長

今年度の国際奉仕事業として、タイ・ナコンパノム
との共同事業であります。CWPの寄贈式をタイの学
校と新大阪江坂東急REIホテルをオンラインで結びリ
アルタイムの寄贈式を行います。
現地に行かないと体験できない事業ですが、今年度
は、Zoomで行うのでこの寄贈式に是非ご参加くださ
い。
事業内容の詳細は、これからですが日程と開催場所
1 ． 1 月に結婚記念日をお迎えになられる会員様にお
祝いのお花をお送り致しました。おめでとう御座い
ます。
2 ．IM第 2 組ロータリーデーの件

のみ発表致します。
2 月21日（月）16時半から17時半まで新大阪江坂東急
REIホテルにて行います。
出欠の回覧を回しますので是非ともご参加宜しくお
願いします。

 3 月26日
（土）
千里阪急ホテルで開催されます、高
槻東RC担当の2021－22年度IM第 2 組ロータリー

社会奉仕委員会

橋本（幸）委員長

デーのチラシをBOXに入れました。本日より受付

明日、火曜日に大阪府にまん延防止措置が発令され

に出席表を置いていますので、ご記入をお願い致し

る予定です。つきましては、 2 月 1 日のクリーンデー

ます。

は中止とさせて頂きます。よろしくお願いします。

職業奉仕委員会

堀委員長

1 月21日
（金）
新大阪江坂東急REIホテルにて職業奉
仕の炉辺談話を開催しました。

・ロータリアンであり続けることが職業奉仕ではない
か
・職業上での繋がりがクラブ内でもっとあっても良い
のではないか

参 加者（会員名簿順）
：井伊会員、瓜生会員、河邊
会員、木田会員、木下会員、坂本会員、清水大吾会
員、清水良寛会員、瀬川会員、西村会員、橋本幸治
会員、橋本徹也会員、橋本芳信会員、福原会員、
村井会員、堀

計16名

テーマは「会員の皆さんにとっての職業奉仕とは何

ニコニコ箱
●堀会員

先週金曜日の炉辺談話にお集まり頂いた16

名の皆様、ありがとうございました。
●清水（良）会員

うなことができるか」という永遠の課題のような難し
い内容でしたが、参加会員から活発にご意見をいただ
きました。今後の参考にさせていただきたいと思いま
す。皆様ご協力ありがとうございました。
・自分の子供たちにどのように自分の仕事を伝えるか

卓

・出前授業は当クラブにおいても代表的な職業奉仕の

・定款で職業奉仕とは何かが書かれているので読んで
理解を深めるべき
・改めて取り上げるようなものではなく日々一生懸命
に仕事に取り組むことが職業奉仕
・奉仕というとボランティアのイメージがあるので職
業奉仕という表現はどうか
・国や地域、人々のために仕事をしているという大前
提で取り組めば職業奉仕ではないか
・過去の企業の不祥事を踏まえ「 4 つのテスト」に取
り組むことが職業奉仕ではないか
・利益が出てこそ出来るものではあるが職業を通じて
の社会奉仕が職業奉仕ではないか

妻の誕生日のお祝いありがとうござ

いました。

か」
「今後の当クラブにおける職業奉仕活動でどのよ

事業である

島倉SAA

本日のニコニコ箱

6,000円

累計のニコニコ箱

768,000円

累計のニコニコB

11,000円

話

将棋の魅力について


吹田市在住将棋士

浦野

真彦 8 段 様

○プロフィール
生

年

月

日：1964年 3 月14日（57歳）

プロ入り年月日：1983年10月19日（19歳）
棋

士

出

番
身

号：162
地：大阪府

所

属：日本将棋連盟（関西）

師

匠：中井捨吉（なかいすてきち）八段

段

位：八段
詰将棋作家として知られる。詰将棋界での最高峰の

看寿賞（かんじゅしょう）を 2 度受賞。

・クラブ外への活動もさることながらクラブ内におい

現在吹田市在住で今年度社会奉仕にてジャンボ将棋

て会員同士の仕事に関する情報や悩みを共有するこ

駒を寄贈した浜屋敷が主催していますジャンボ将棋ま

とも職業奉仕に繋がるのではないか

つりに例年指導対局で参加。

・会員事業所訪問について、当クラブで以前に行なっ
ていたものの久しく行なっていないのでやってはど
うか

今回卓話にて将棋の魅力についてのテーマで色々な
将棋のお話をして頂きました。
藤井聡太のデビュー時エピソード～なぜ若手が強い

・新入会員のときに「私の職業」というテーマで卓話

のか（将棋界の仕組み）～藤井聡太直前の将棋界～現

を行なうが年月を経てどうなったかについて改めて

在の将棋界～未来予想、直前の高槻対局の話、などな

卓話をすることも良いのではないか

ど。

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

〜職業奉仕炉辺談話〜

堀委員長
職業奉仕委員会

辞書開く言葉探しの二日かな

去年今年空気一変したるかな

年の瀬や藁蓑被る地蔵尊

山牛

美加代

ときよし

まさお

一月度俳句同好会︵第四一二回︶
兼題﹁年末・新年一切﹂

初市や声を潜めて値切りける

次回 二月度句会
兼題﹁春ショール・薄氷︵うすらい︶
﹂

閉会の挨拶（河邊パスト会長）

真彦 8 段様
浦野

開会の挨拶（村井パスト会長）

