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　一花開けて天下の春を知る。

　今年も桜の開花が始まったと思えば、あっという間に美しい桜並木が咲き

溢れるようになりました。旧年中はコロナ禍で引き続き儘ならぬ情勢の中、

ご協力とご鞭撻賜りまして誠にありがとうございました。

　令和4年1月より実施されていた「まん延防止重点措置｣が同年3月21日に全

国で開けて、桜の花盛りと合わせて一気に色々な物事が動き始めたように感

じております。今年はウクライナを含めた国際情勢の緊張も加わり、なおさ

ら予断を許さぬ世界となり、御多忙のことと存じます。

　さて、冒頭の禅語には様々な解釈がございます。

　「長い忍苦精進の果てに心の花が開いて悟りが開け、世界を悟りの眼で眺

めることができた」という、頭のてっぺんから足の下まで全身が春に浸るよ

うな喜びを感じること。また､心の悟りとそれに伴う視点の変化により､世界

はなんと美しいのかと感動する心が込められています。
　他には、｢花が一つ開くのを見て、春の訪れを知る｣という、季節の春が訪

れた喜び。転じて、「一つのものの兆しから全体を知ること」とも読めます。

　難しい世の中ですが、大東中央ロータリーの皆様には、頭と心のアンテナ

を機敏に張って､先を読み､春爛漫な世界を勝ち取り、豊かな人生となります

よう心から願ってやみません。

　同時に、大東中央ロータリーのメンバー同士が助け合い、共にこの困難を

乗り越えて、共に気運上昇していけるようにと思っております。今年もどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

                   　　　　　             　　　副会長　　青田　朝代
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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
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開　会　点　鐘 ：  12:30

ロータリーソング ： 「我等の生業」

来　客　紹　介 ：  親睦活動委員長

会  長  の  時  間 ：  会　　長

諸　　報　　告 ：  幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

卓　　　　　話 ：  「 年女所感 」　岩本静江会員、

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

今月誕生祝

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

　お客様：

　米山奨学生　ﾛｯｻｰｼﾞｮｰｽﾞﾙｰｸﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝくん 移動例会の為ニコニコ箱はありません。

・4/27㈬　 　　　　　　休会日　　 　 　　　　　　　　  

大和田･庵谷・大川 各会員

出　席　者　数 20

15：00～19：00　石巻グランドホテル

・4/13㈬　　　卓　話　：　　寺田晟二会員　        　　　　

・4/20㈬　　　卓　話　：　　清水順市会員　　　　　　　　

当　日　計 ¥29,000

12 8

会　員　数 27
12：30～17：00　国際会議場・ZOOMｳｪﾋﾞﾅｰ　参加

・4/9㈯ 石巻南RC　創立30周年記念式典　西垣・岩本

・4/9㈯ 2022-23年度のための地区研修・協議会

今期累計額 ¥186,000

会　員　数 27

出　席　者　数 15

欠　席　者　数 8

10月27日 修正出席率 54.54

　けどおめでとう!クリスマス会楽しみです｡　住川会員

出席規定免除者数 4

出　席　率

次週のお知らせ

「 朝日電器の経営 半世紀を振り返り 」　寺田　晟二　会員

12 1

｢石巻南RC30周年記念式典出席するに当たって｣　西垣文雄会員

65.21

79.16

・師走に入りました！走ってます！糸川会員

・皆さんよいお年を！！岩本会員

・今日もよろしくお願いします。吉村会員

・コロナ感染予防今一度の徹底を!!しましょう。白川会員

・あっという間に12月ですね｡皆様お健やかで例会出席は嬉しいです!青田会員

・庵谷さん大川さん還暦おめでとう!大和田さん幾つか知らん

・急に寒くなりました｡お身体ご自愛下さい｡　荒金会員

11月10日 修正出席率 70.83

70.83

欠　席　者　数 5

出席規定免除者数 2

出　席　率 80.00

・寒くなりましたね｡風邪ひかないよう気を付けて下さい｡　大東会員

・もう半期報告一年早いですね。　岡橋会員

・急に寒くなりｺﾛﾅ対策原点に戻って乗り切りましょう｡荒矢会員

　します。　庵谷会員

・お誕生日のプレゼント有難うございます。大和田・大川両会員

・今月の誕生日で60才還暦となります。今後ともよろしくお願い

出 席 報 告 ニコニコ箱

出 席 報 告 お知らせ

ニコニコ箱
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≪　会長の時間　≫12月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　　青田　朝代
教養としての茶道
　先日、東京・新宿で行われたLIXIL（リクシル）の潮田東洋庵（うしおだ　とうよ
うあん）会長のお茶会にお呼ばれに行って参りました。 
　入ってすぐのお待合に『孫文』の書が飾られておりました。皆様もご承知の通り、
孫文は1800年代後半から1900年代にかけて活躍した中華民国の革命家です。そのよ
うな経歴の方なので、きっと猛々しい文字を書かれるのだろうと想像していました
ら、拝見した書は大変柔らかい姿でした。それが今も強く印象に残っております。
孫文のような方が「書」という「教養」を嗜んでいたこともまた印象的でした。 
　今、『教養としての茶道』という本がビジネス本として書店に並んでいるそうで
す。その中身を交えつつ、少しお話ししたいと思います。その中に、 『欧州では、
小学校や中学校で自国の文化の授業があり、そこで美術や音楽、歴史などの教養を
学んでいます。そのため、自国の文化を語ることができるし、語れないと教養がな
い人だと思われてしまいます』と、書かれていました。外国の上流階級の人々と付
き合う時に、自国の文化を知っていることが如何に大切かがわかりました。 
　人は同じ価値観を共有できる人と一緒に過ごすと心が落ち着きますから、自国の
文化を大切に思い、また、誇りに思っている人は、同じように自国の文化を大切に
思っている人と繋がりたいと感じるのではないでしょうか。 
　LIXILのお話に戻りますと、LIXILは茶室建築にも関わっている企業でございます。
そして、今現在､LIXILは自分たちが携わっているホテルなどにお茶室を作っている
そうです。 
　私どもお茶人の立場から申し上げますと、お茶室のような文化的施設が少ないが
ために思うようなお茶会が出来ない、という側面がございます。 
　例えば、重要文化財の多くは火器厳禁で炭火が使えません。電熱を使うことにな
りますが、今度はお佂が電熱で傷んでしまうため、施設と時代を合わせたような古
いお佂が使えません。 
　あるいは、大阪城のような公園指定された場所に茶室がありますと、荷物の搬入
一つにも許可証の手配や、搬入時間の厳守などの決まりがあります。景観は大変美
しく、文化的にも申し分ないのですが、主催者側の負担が非常に大きくなります。 
　また、高校生の文化部にも「全国大会」や「近畿大会」₋いわゆるインターハイ₋
があるのですが、その「全国大会」や「近畿大会」を大阪で開こうと思うと、予算
に見合う施設を探すのに大変苦労いたします。 
　だいたいお席が３箇所必要なのですが、まず、そのようにお茶室をいくつも持っ
ている施設が見つかりません。炉を切っている畳の施設が見つかりません（一つは
立礼の椅子席でも構わないのですけども）。数百人を収容できる和室の施設が見つ
かりません。最後は予算の壁があります。 
　これは、外国のお客様をおもてなしする時にもぶつかる壁なのです。 
　もちろん、会社の社長室の一角で、自宅で、気軽にお茶を点てておもてなしする
こともおもてなしです。ですが、日本的な雰囲気を全身で感じて頂きたいと思った
時､「建物からも日本を」と思いますと､使いやすい施設は本当に少のうございます。 
　その中で、｢ホテルにお茶室を｣という取り組みは、大変ありがたいと感じました。 
　そしてやはり、施設もお道具も使ってこそ価値が輝きます。使うためには、使え
るだけの知識や教養がなければなりません。 
　最初に「小学校でお茶を習うのか」という外国人の質問がありました通り、今、
「抹茶」や「抹茶味のお菓子」が外国人に大変興味を持たれています。食べ物の話
から、人と繋がり、ビジネスに繋がるきっかけになるかもしれません。 
「和菓子やお抹茶が美味しい」だけにとどまらず、抹茶と煎茶の製造方法の違い
や、茶道の背景にある禅の思想や、お茶の辿ってきた歴史などにも折に触れて知識
を深めてみてはいかがでしょうか。
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　住川　奈美

2021-2022 大東中央ロータリークラブ 理事会 議事録 

議題 令和 3 年 12 月度 理事会 議事録 

日時 2021/12/01  AM11：30～ 

場所 阪奈ホテル 

出席者 庵谷・白川・吉村・荒金・岡野・荒矢・青田・大東・岡橋・住川 

 

役員 議案 承認・その他 

会長 
  

会長エレクト 
アクリル板 設置希望  

副会長 
特になし  

幹事 

①森原会長 お見舞い金 

②糸川会員 藍綬褒章のお祝いについて 

③年次総会について 

④事務局 冬期休暇  12/29 から 1/12 

①2 万円で了承 

②何らかの形でお祝いをする 

③了承 

④了承 

 

会計 
11 月度会計報告 承認 

 

S.A.A. 
オミクロン株の感染拡大により黙食を。 

 

 

直前会長 
特になし  

 

理事 議案 承認・その他 

職業奉仕 

（荒矢会員） 

地区に on-line で出席  

社会奉仕 

（吉村会員） 

  

青少年奉仕 

（岡橋会員） 

だいとう昔がたりについて  ７００冊 増

版 

冊数の管理 

東口さん 30 冊 

読み聞かせの会 ５冊 

親睦奉仕 

（荒金会員） 

クリスマス例会  会員 19 名 米山奨学生 

1 名 
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●））12/1の卓話（（●

◇職業奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　荒矢　恵子

職業奉仕委員長を昨年同様担当させて頂いて半期が過ぎてしまいました。

相変わらず新型コロナ新たにオミクロン株によりまだ不安材料になってきているが、

前回例会終了後、委員会のメンバーで1月の職業奉仕月間に向けて話し合いました。

結果、地区委員の大和田様に職業奉仕活動の変遷を含めて、今後のあり方を卓話し

て頂く事になりました。

皆様のご参加とご協力を宜しくお願い致します。

◇社会奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　吉村　悦子

本年度の半期報告をさせていただきます。

社会奉仕委員会としまして、地区補助金をいただき、「祝！国史跡　飯盛城跡」

のガイドブックを作成しています。大川卓也会員にもご協力をいただき、飯盛山

の写真撮影をしていただきました。3月に完成を目指しております。

後期は、こどもに目をむけた奉仕活動をしていこうと、会員さんと話をしていま

す。尽力していきますので、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。

◇国際奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　北田　宗男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　理　　大川　卓也

半期の活動では米山奨学生のルーク君を前期より引続き奨学生のお世話しており

ます。そして米山特別寄付とポリオ基金、ロータリー財団年次寄付へのご協力の

お願いに留まっております。財団寄付は､2年後の奉仕事業において納付会員数に

より財団から最大50％補助金が下りてまいります。審査制でありますが、常識外

がない限りほぼ承認されます。又ロータリーレートは月次により変動いたします。

通常、一般の為替レートと同じような動きをする事はなく、期末に向かって円安

方向になっていくように感じます。早期のご納付をお願いいたします。

◇青少年奉仕委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　岡橋　由佳

通常は前期に予定されている市こ連の作文コンクールなど一連の行事が3月に延期

されました。

他、10月に委員会を行いました。

― 　半　期　報　告　 ―
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◇親睦活動委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　荒金　正之

大東中央ロータリークラブKing of Golfを開催中です。

みなさん楽しくラウンドさせて頂いています。

クリスマス例会をラ・フェットひらまつで開催します。

皆様のご参加をお願い致します。

12月15日に大東中央ロータリークラブKing of Golf　Round5を阪奈カントリークラ

ブで開催しました。

朝の冷え込みで心配したのですがスタートをする頃にはポカポカ陽気となり、とて

も楽しく1日を過ごすことが出来ました。

◇SAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡野　慎司

皆様、いつもお世話になっております。

新型コロナウイルス感染症についても気が付けば､もう2年に差し掛かろうとしてお

りますが、未だにオミクロン株など新たな脅威も生じ収まる気配のないところでご

ざいます。

今期、このような新型コロナウイルス感染症により休会なども多い中、例会開催時

にはご出席とご協力を賜りありがとうございます。

この少ない開催の中、S.A.A として、出席をさせていただいておりますが、なかな

かうまく例会の進行ができておらず申し訳ない限りでございます。

それでも、なんとか例会の開会と閉会をできていることは、会員の皆様のご協力と

ご指導のおかげでございます。

半期を追え､少しずつではありますが､緊張が解けてきているように感じております。

残りの半期は、少しでも皆様にご負担なくスムーズな進行をできるよう努めますの

で、引き続きご協力とご指導賜ることができればと存じます。残り半期、何卒、宜

しくお願い致します。
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◇会計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大東　雅代

コロナの為、例会が開かれなかった分の会合費をクリスマス例会の参加費に振り替

えました。

皆様、いつもニコニコにご協力ありがとうございます。また引き続きよろしくお願

いします。

◇幹事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住川　奈美

2021年7月より幹事を仰せつかりましたが、昨年同様､例会は数えるほどしか開けず

残念な気持ちでいっぱいです。

PETSをはじめ、多くの研修がオンラインになり、緊迫感や親密感もどうしても希薄

になりがちでした。

他のクラブも同様で、如何にクラブを成立させていくか試行錯誤されていました。

会長不在の中、存続を重視し、変化を避け事は反省すべき点です。

唯一、吉川ガバナーをお迎え出来、お話を伺えた事は大変幸運でした。

昨年末にコロナ禍の合間に計画し、実施されたクリスマス会は本当に楽しく心に残っ

ております。

同じテーブルで音楽を楽しんだ　西村会員がご逝去された事が思い出されます。

一緒に時間を共有できたことを心の支えとして、残りの任期を務めたいと思います。

お誕生日おめでとうございます。

2021-2022年度国際ロータリー第2660地区大会

奉仕しよう　

　　　みんなの人生を豊かにするために

2021年12月3日(金）　大阪国際会議場
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クリスマス例会
2021年12月8日(水) 中之島・ラフェットひらまつ
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