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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1839回例会 令和 4 年 3 月 7 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「ローターアクトについて」
吹田ローターアクト会長
グラインドスタッフ クリストファー 龍太郎 様

第1840回例会 令和 4 年 3 月14日
今週の歌 「卒業写真」
卓
話 「その場でできるストレッチ」
緑地スポーツクラブカリスタ株式会社
代表取締役 小山 博司 様
インストラクター 若尾 加奈 様

前回の記録
会長挨拶

杦本会長

に実施すると説明し、世界の銀行取引網「国際銀行間
通信協会SWIFT」からロシアの一部銀行を排除する
措置への参加行動をとっていきたいと強調しています。
これが実行されると、ロシアはドル建ての輸出入が
困難となり、外国からの輸入が停止に追いやられロシ
ア国内では品不足が発生し始め、プーチン政権への国
民の強い不満の声が高まり政権が危うくなることも考
えられています。
また、日本をはじめ制裁した側へは、ブーメランと
して、石油パイプラインを閉められたり、天然ガス、

今日は、今世界を揺るがしている、ロシアによるウ
クライナ侵略についてお話ししたいと思います。
先週よりロシアによるウクライナ侵略で軍事施設や
空港などが次々と破壊されている映像が報道されてい
ます。ウクライナでは一般人が巻き添えを受け、多数

小麦粉などがロシアから輸出停止をされ、それに伴い
品不足により物価や電気代が高騰し始め、一般庶民の
生活を苦しめることとなります。
ここにきてクリーンエネルギーの原発の停止が悔や
まれます。
一方、ロシア寄りの中国と、北朝鮮が、アメリカの

のけが人や死者が出ています。これらの事態を知った

ウクライナへの弱腰の対応を虎視眈々と様子をうか

世界中の国のあちこちで、ロシア批判のデモが発生し

がっているようです。隙あらば、台湾侵攻をしようと

ています。

狙っているようです。

私は、こんなニュースを目にして、これは対岸の火
事では無いと受け止めています。

中国が、台湾を攻め込むと、一番困るのが世界の半
導体工場が操業停止に追いやられることです。半導体

日本の何もしない岸田首相は、遅きになりましたが

などの製品供給が滞ってしまうと、現在よりも更に、

ロシアのプーチン大統領らに対する資産凍結も速やか

電子部品の供給不足が深刻になり、今度は、材料が不

足する日本ではロボット・自動車・工作機械・ATM
等あらゆる電気製品を作り出すことが叶わなくなり、
販売ができず、売り上げが無くなり、経営が行き詰ま
ることになり、ロータリー活動どころではなくなるの
です。
このようなことを考えるとウクライナの戦争を対岸
の火事で見逃すことができないのです。
日本にとって、大変困難な局面を迎える事態となっ
ています。
私たちができることは、大きなことはできないかも
しれませんが、些細なことからでも社会に訴えて、
チーム日本として力を合わせていかなければならない
と受け止めています。

ロータリー財団委員会

仁科委員長

木下幹事がポール・ハリス・ソサエティ（PHS）に
認証されました。
ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）は年次基金も
しくはポリオプラスへ毎年1,000ドル以上の支援を誓
約くださる個人の認証で、当クラブでは瀬川会員に次
いで 2 人目の認証になります。木下幹事ありがとうご
ざいました。

職業奉仕委員会

堀委員長

職業奉仕委員会より 2 点報告連絡事項がございます。
①本日配付の会報誌で西村会員へのインタビューを掲
載させていただいております。今年度職業奉仕委員

幹事報告

木下幹事

1 ． 3 月のプログラムとロータリーの友 3 月号をボッ
クスに入れました。
2 ．第2660地区より2021－22年度ポール・ハリス・ソ
サエティ（PHS）入会のお礼と襟ピン、認証状が

会の事業として、職業奉仕への考え方や実践されて
いることをインタビューした内容ですのでぜひご覧
ください。
②当クラブのホームページで会員専用ページがあり、
そのなかに私の職業タウンページという情報ページ
がございます。2015－2016年度の情報が最後となっ

幹事 木下基司に届いております。

ており、これも今年度職業奉仕委員会の取り組み事

3 ．本日理事会開催の件
 本日例会終了後、第12回（ 2 月度）理事会を開催

項として更新させていただきたいと考えておりま

致します。理事の皆様、宜しくお願い致します。

す。つきましては会員の皆様個別にメールもしくは
FAXで更新情報をお伺いいたします。現時点で掲

出席報告
●会

員

数

出席会員数
●来

客

出席委員会

本田委員長

42名

報をいただきます。個別のご案内の折にはご対応い

35名（内Web出席
0名

載されていない会員の方々につきましては新たに情

5 名）

本日の出席率

ただきますよう宜しくお願い申し上げます。

94.59％

●※コロナ禍によるメーキャップ規定により 2 月 7 日

友好クラブ協定実行委員会

友好クラブ協定実行委員会 橋本
（徹）
委員長

の出席率は100％

熊本中央ロータリークラブとの友好クラブ協定調印

社会奉仕委員会

橋本
（幸）
委員長

式の日程が決まりました。

江坂企業協議会主催のクリーンデーのご案内です。

日時：令和 4 年 5 月20日（金） PM 6 時30分～

明日 3 月 1 日 7 時30分江坂公園カスケード前にお集

場所：ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

まりください。よろしくお願いします。

皆様の参加よろしくお願いいたします。

ニコニコ箱
●瀧川パスト会長

瓜生副SAA

●阿部副会長

わ）のルートが吉野経由からの半分で、約 3 里なので

久し振りの卓話です。

3 回目ワクチン接種坂口先生ありがと

うございました。
●木田会員

ロータリーデー急きょズームに変更すみ

ません。
●近藤会員

遅くなりましたが女房の誕生日プレゼン

トありがとうございました。瀧川パスト会長の卓話
楽しみにしてます。
●堀会員

村井パスト会長ありがとうございました。

ロータリーバッジ忘れと共に。
●瓜生会員

口（しもいちぐち）からバスに乗って洞川（どろが

橋本徹也パスト会長先日はごちそう様で

した。

楽に登れます。
江坂では、榎原一滋会員のお爺さんが先達（せんだ
ち）さんでしたね。
＊先達〘名〙大和の大峰山へ、何度も修行に行って、功を積んだ修
験者（しゅげんじゃ）を尊敬していう語。

大峰山一帯は山伏（頭に頭巾で金剛杖を持つ＜図＞）
の修行の場であったみたいです。
山全体を聖域として現在でも女人禁制が維持されて
いるそうです。
現在でも修行道の荒業体験ができ、断崖絶壁から吊
り下がる「西の覗き」では、人生を精進することを吊

本日のニコニコ箱

23,000円

累計のニコニコ箱

839,000円

累計のニコニコB

11,000円







お誕生日のお祝い
会

員
橋本
（芳）会員
井伊会員
島倉会員
青木会員

3月

会員夫人
瀬川会員夫人

り下がった状態で約束させられる。これを体験して初
めて一人前の「男」と認定されるしきたりが当地には
あります。
一度、うちのロータリークラブの皆で出向き、若い
ロータリアンに体験させたかったが、もう登れない歳
になってしまったのが残念です。
後に続くあなた方が、どのように考えてこのクラブ
を継承いただけるか？
ロータリーも、大峰山も、「人間の修養の場」であ
るので修験して下さい。



卓

話

私の人生（今まで歩んできた事を伝えます）


瀧川

紀征 パスト会長

今年で当クラブは42周年になります。
私は、吹田JCも吹田西RCもチャーターメンバーで
すから、考えると、60年以上奉仕団体に関わっている
事になります。
私は、奈良県の吉野出身で、旧姓は「山本」と言い
ます。
吉野は桜が綺麗で、知らない人は居ないでしょう。
吉野山の下の千本（しものせんぼん）
、蔵王堂（ざ
おうどう）の前に実家がありましたが、今はもう無い
ですね。
さらに古く奈良時代から修験道の山としての大峰山
（標高1,791m）には、若い頃によく登りました。下市

山伏＜図＞

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

瀧川

紀征パスト会長

木下

基司幹事

2 月26日

2021－22年度IMロータリーデー

PHSバッジ

PHS認証状

