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本日の例会

前回の例会

2015 年 12 月 4 日(金)第 1688 回

時間

卓

話 「事業継承あれこれ」

2015 年 11 月 27 日(金)第 1687 回
卓 話 「我々の世代 part3」
卓話者 木畑 清 会員
今週の歌 ｢R-O-T-A-R-Y」

卓話者 中川 澄 会員

「雪山賛歌」
今週の歌
｢君が代」「奉仕の理想」
われ
いつの

「バースディソング」

お客様の紹介
出席報告 会長の時間
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

お客様の紹介

＜１１月２７日(金)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
22 名
欠席会員
9名
ビジター
0名
ゲスト
0名
10 月 30 日(金)の出席率
96.77％

出席報告・会員総会・会長の時間
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇会員・奥様誕生祝い（１２月度）
泉谷一郎会員(4 日) 塩見

直子様(3 日)

嶽盛 幸子様(25 日) 堀畑キヌ子様(26 日)

次週の例会

澤井 ふみ様(30 日)

2015 年 12 月 11 日(金)第 1689 回

時間

〇結婚記念祝い（１２月度）

卓 話 「上半期を顧みて」
泉谷一郎会員(4 日)

卓話者 会長 坂田 兼則
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ

「世界へのプレゼントになろう」
Be a Gift to the World
国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC）
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卓

話

「我等の時代 パートⅢ」

時間

会員 木畑 清

～神風特別攻撃隊～
昭和１９年１０月１９日夕刻、大西瀧治郎中将が「栗田艦隊のレイテ沖突入を助ける
為に零戦に２５０K 爆弾を搭載して敵空母に体当たり攻撃を命じた。
」これが特攻隊の
始まりです。国文学者 本居宣長の歌「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」を
もとに、これに菊水を加えて海軍航空隊の編成としました。
指揮官は関行男大尉でした。五機が飛立ち一機が軽空母を撃沈に成功しました。この戦
果を朝日新聞が大々的に報じました。
「必死・必中・必殺の戦闘精神、これをもって勝
ち抜く神州は護持。
」
大西中将の言葉「この一戦に限って」という意図は無視されました。以後、昭和２０年
８月１５日の敗戦まで１０ヶ月続行され、４０００人の若者が犠牲になりました。大西
中将も「特攻は統率の外道の外道」と苦悩されました。
特攻に反対をした隊長がおりました。海軍飛行部隊の美濃部正氏であります。昭和２０
年２月の連合艦隊の作戦会議において、参謀以下８０名の出席のもと、最若輩の少佐と
して末席におりました。そこで発言を求め『１つ、若い搭乗員に死を強要するならば、
自分たちが先頭に立つべきである。
』
『２つ、戦時下いえども、他人に生の確率ゼロの作
戦を強要する権利はない。
』自身は海軍から抹殺されることを甘んじて受ける覚悟の発
言でした。そして部下の３００人の搭乗員は特攻の編成から外れました。生き残った部
下たちは戦後いつまでも彼を慕い続けました。

会長の時間
時間

会長 坂田 兼則

イギリスのマンチェスターでの微笑ましい話が新聞に載っておりましたので御紹介し
ます。
「寂しい」との理由で警察に緊急通報した９５歳の女性とその夫に、緊急通報でその自
宅に駆けつけた警官二人がお茶を振舞って、その二人の老夫婦と３０分ほど大笑いしな
がらティータイムを楽しく過ごしたそうです。
このニュースに「事件捜査を優先すべきではないか」との批判もあったそうですが、警
官は「私にとっては地域の警察活動の一環だ」として正当な業務だと主張しているそう
です。この記事を読みまして、日本の警察ではどう対応したのかなと思いました。
又、アメリカのワシントン州では、７７歳の女性が自宅に侵入した３人組の泥棒を怒
鳴りつけて追い返したという記事が載っていました。
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その大胆な行動にもその女性は、
「無意識にね。私が家のボスだから」と笑っていたそ
うです。夜物音がしたので女性は夫がいると思い、寝室を出て行って泥棒と出くわした
そうです。家族の話では女性は「私の髪がボサボサで泥棒は怖かったでしょうね」と話
したそうです。この記事を読んで、昔日本でもある山間の村で、夜中に熊が家の中に入
ってきて、寝ている子どもを襲おうとしたときに、その子どものおばあさんが熊を張り
倒して退散させたという話を思い出しました。やはりいざとなれば女性はいかに強いも
のかとあらためて感じました。以上女性の強さについてでした。

委員会報告
親睦活動委員会

時間

親睦活動委員会委員長 城岡 陽志

「スーパー歌舞伎観劇のご案内」
本年度の親睦活動新企画として、木畑清会員にお世話になり、スーパー歌舞伎の観劇を
することに致しました。入手困難なプレミアチケットとのことです。ふるってご参加頂
きますようお願い致します。
記
日時：平成２８年３月１２日(土)１６：３０～
場所：大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀１－９－１９）
演目：スーパー歌舞伎Ⅱ「ワンピース」
出 演 者：市川猿之助 ほか
参 加 費：1 人 17,500 円（１等席料金実費）
※当クラブにおいてお弁当を手配致します。弁当代のご負担はありません。
＊恐れ入りますが、下記ご記入いただきまして 12 月 20 日までにご返信お願いします。
その他
幹事 藤永 誉
「堺９RC 新春合同例会並びに合同ガバナー公式訪問のご案内」
初冬の候 会員の皆様には益々ご清栄の御事とお慶び申し上げます。
平素は種々お世話になり有難うございます。
さて早速ですが、首題の件 諸事情により堺ＲＣが急遽ホストをしていただくこととな
りました。下記の通りご案内を申し上げます。
記
日時：平成２８年１月７日(木)
受付

１０時３０分～

合同例会

１１時～
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新春互礼会 １２時～ （終了１４時頃）
場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 ４階 ロイヤルホール
※出欠締切：12 月 10 日(木)までに事務局へ FAX
又はメールにて御返事お願いいたします。

ＳＡＡ報告
時間
堀畑好秀会員 会社創立 130 周年のお祝いが出来ました。永年勤続表彰では勤続
64 年
の営業部長が表彰されました。有り難いことです。
國井 豊会員 杖無しで、歩ける様になりました。喜んでいます。お気遣いありがとう
ございました。
徳田 稔会員 長い間例会休みました。色々すみません。
米澤邦明会員 山ノ内さん、名刺入れを拾って下さり有難うございました。お礼しない
といけませんが、ニコニコします。
藤永 誉会員 皆様いつも有難うございます！今日はウチのお兄ちゃんの誕生日です。
１１歳になりました。
合計 ２４，０００円

幹事報告
（１）本日の配布物

時間

週報
（２）幹事報告

・次週１２月４日の例会終了後、理事会を開催いたしますので、理事・役員の方は
お集まりいただきます様お願い申し上げます。
・大阪千代田 RC が名称変更され、堺利晶 RC となりました。例会場はレディデンツ
ヨネダ会議室 土曜日 12：30～、事務局は堺市堺区北三国ヶ丘町 1-1-16 C-18 号
室。
・堺フェニックス RC・堺フラワーRC が堺１１ＲＣを脱退され、新たに KUMATORI 向
日葵 RC・堺利晶 RC と「四葉会」を結成されましたことをご報告いたします。
（３）他クラブ例会変更のお知らせ
・堺おおいずみロータリークラブ
12 月 30 日(水)→12 月 24 日(木)時間と場所はいつも通りです。
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ロータリーで活躍する 6 人の女性が「Women of Action」に
ロータリーを通じて世界中の地域社会で献身的な
活動を続けてきた 6 人の女性が 11 月 7 日、
ニューヨークの国連で行われた「ロータリーデー」
で、
「Rotary Global Women of Action」の表彰を
受けました。
これらの女性は「ロータリーにおけるリーダー」で
あると話した K.R.ラビンドラン RI 会長は、
「ロータリーにおける奉仕の幅を広げ、
ほかのロータリアンにより積極的な活動を促している」と、6 名の活躍を称えました。
また、国連事務局長代行で「国連ウィメン」の事務次長であるラクシュミ・プリ氏は、女性が果たす重要
な役割を認識したロータリーを称え、次のように述べました。
「男女平等と女性のエンパワーメントを代
表するこれらの女性をロータリーが選ばれたことを嬉しく思います」
全世界からの推薦 100 通以上の中から、以下の 6 名が選ばれました（敬称略）
。
•ハシュラト A. ビガム（バングラデシュ、ダッカ・ノースウェスト・ロータリークラブ）
：貧困層や適切
な医療が受けられない人たちのために、大規模な医療提供プロジェクトを実施。
•ステラ S. ドンゴ（ジンバブエ、ハイランド・ロータリークラブ）
：ハラレ市で、HIV／エイズに感染し
た 6,000 人の女性と若者のためのエンパワーメント・プロジェクトを実施し、基本的なビジネスとコンピ
ューターの研修を提供。
•ルーシー C. ホボグッド・ブラウン（オーストラリア、ニューサウスウェールズ州グレーターシドニーE
クラブ）
：地域の人たちが主導するビジネス、教育、社会、医療に関する持続可能性のある取り組みを推
進・調整する非営利団体「HandUp Congo」の共同創設者。同団体は、コンゴ民主共和国の恵まれない地域
で活動。
•ラジア・ジャン（米国マサチューセッツ州ダクスバリー・ロータリークラブ）
：アフガニスタンの女子教
育を長年にわたり支援。アフガニスタン出身である同氏は、カブール郊外の 480 人以上の女子に無料で教
育を提供する学校「Zabuli Education Center」を設立し、同校のディレクターを務める。2012 年に「CNN
Hero」の一人に選出される。
•カースティン・ジェスカ・ソーワート（ドイツ、ニュルンベルク・ジグナ・ロータリークラブ）
：2004 年
にスリランカで遭遇した津波から生還した後に、
「Babyhospital Galle 」プロジェクトを開始。200 のロ
ータリークラブからの支援と 180 万ドルの予算で、スリランカのゴールにあるマハモドラ病院の再建と設
備の寄贈を実施。この病院は、15 万人以上の子どもと 220 万人以上の女性を治療。
•デボラ K. W. ウォルタース（米国メイン州ユニティ・ロータリークラブ）
：グアテマラシティのゴミ収
集所に暮らす家族に教育の機会と社会的サービスを提供する非営利団体「Safe Passage (Camino
Seguro)」のディレクターで、神経科学者。
ロータリーデーでは、各人がスピーチを行い、自分のプロジェクトと関連したディスカッションを進行し
ました。ロータリーと国連とのパートナーシップ 70 周年となった今年の国連ロータリーには、1,000 人以
上のロータリー会員、青少年プログラム参加者やそのゲストが集いました。午前中は、青少年のためのセ
ッションとなり、ロータリーのインターアクトのメンバーや青少年交換参加者を含む高校生が参加しまし
た。次の方々がゲストスピーカーとして参加しました（敬称略）
：ファビア・ヤザキ（国連公共情報担当
部、評価・コミュニケーション主任代理）
、カリン・ライアン（カーターセンター、人権プログラム・シ
ニア・プロジェクト・アドバイザー）
、スーザン・コペッジ・アマト特使（米国務省人身売買監視特別局
ディレクター）
、メリッサ・ラッセル（International Justice Mission 戦略パートナーシップ副会長）
、
ジェフリー・クルーガー（
『Time』誌総合編集者）
、アーチー・パンジャビ（エミー賞受賞女優、ロータリ
ーのポリオ撲滅大使）
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