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出

加藤 光祥 会長 … 本日Zoom例会、週報例会に続き不
十分ではありますが宜しくお願い
致します。

席

報

例会回数
Ａ 会員数

服部 潤承 会員 … 残暑お見舞い申し上げます。お盆
行事が終わりました。本日は久し
ぶりの卓話です。

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ

9,000円

累計

Ｂ 出席免除者
Ｄ 出席義務者

欠席数

Ｅ 出席義務者出席数

175,000円

Ｃ－Ｄ

Ｆ 出席免除者出席数

米山奨学生

蔡

真彦

様

26日

通常例会

5

名

③地区よりクラブ国際・社会奉仕合同委員長会議
のご案内が届いております。
（国際奉仕委員長・社会奉仕委員長宛）

9月5日(月)

9月12日(月)

9月19日(月)

「池田商工会議所コロナ禍での活動」

池田 RC との合同例会

例会休会

卓話担当：池田吉清 会員

会長の時間

会長

卓話担当：新谷秀一 会員
場所：3 階イベントスペース

加藤光祥

（会長の時間

９月は基本的教育と識字率向上月間です。

だけがインフレーションからビッグバンを経て

ずですが、生活レベルによって教育格差は存在し

超高温が徐々に冷えて現在の物質による宇宙が形

ます。世界ではもっと大きな格差があります。す

成された。
無とはつまりエネルギー的に無であると天才的

せん。ロータリークラブは米山を初め奉仕事業を

な科学者達は言います。

通じて青少年の育成に力を注いでいます。

決して「神の一撃」を認めません。
ビッグバンの証明はされており、宇宙の始まり

人生を有意義に生きるための知識・知恵・倫理

を説明していますが、１つ分かると１つ謎が出来

観は教育によって育まれます。生まれたての赤

る、反物質はどうなった？

ちゃんは真っ白な状態です。知識は無からのスター

④地区より青少年交換プログラム 派遣学生
（2022-23年度募集 2023-24年度派遣） 募集のご
案内が届いております。
（会長・幹事・青少年奉仕委員長宛）

きるための最低限の知識は生存本能として具えら

⑤ガバナー、地区危機管理委員会委員長より危機
管理関連資料が届いております。
（会長宛）

無とは何か、哲学・各宗教・数字・物理学等々

まだまだこれから興味は尽きません。

9月のお誕生日

れ完全な無ではありません。
話は変わります。
それぞれの考え方があります。
辞典では：物事が存在しないこと、絶対的虚無
とあります。

18：30～

⑥地区より地区補助金の入金がありました。
⑦次回の例会は9月5日に以下の形式で開催いたし
ます。
8/30(火)・8/31(水)・9/1(木)の患者数で判断
500名までの場合：通常例会
500名を超えた場合：Zoom例会

※10日に予定しておりました家族移動例会は、

仏教で言う畢竟無という言葉は、「過去に無
く・未来に無く・現在にも無い」こと。
インドでは：「存在しないこと」を「無が存在
する」という。
数字はゼロ、虚数は何？
現代物理学では諸説ありますが、宇宙は無から

延期もしくは別の形を考慮することとなりま

⑧9月12日の池田RCとの合同例会の形式について
は調整中です。

した。

[4]

始まった。

続き）

滅を繰り返している。それが何らかの原因で物質

日本人は義務教育によって文盲の方はいないは

トですが、本能は母親のおっぱいを求めます。生

池田RCとの合同例会

例会休会

名

幹事／國司真相

名

②地区より公共イメージ向上委員会セミナーのご
案内が届いております。
（会長・会長エレクト・広報委員長宛）

今後の9月度例会予定について

19日

25

副会長／奥山裕治

http://www.ikedakureha.jp/ E-mail:ikedakureha@gamma.ocn.ne.jp

べての人が平等に学べるようにしなければなりま

2022-23年度
クラブ米山奨学委員長・カウンセラー研修会報告書
今井卓哉地区米山奨学委員会 委員の報告記
事です。
坂田妙子地区米山奨学委員会 委員長
今井卓哉地区米山奨学委員会 委員
出席

3階イベントスペースにて

名

会長／加藤光祥

名

①先日ご連絡いたしましたとおり9月10日（土）
に予定しておりました家族移動例会は、延期
（もしくは別の形をも考慮する）といたします。
ご了承ください。

ロータリークラブ・ローターアクトクラブ会
長のひとこと
RID2660の全てのロータリークラブ・ロー
ターアクトクラブの会長の紹介ページです。
3ページ目に池田くれはロータリークラブ加
藤会長が掲載されています。

12日

0

《IMAGINE》未来を

名

8月29日の幹事報告

●9月号推奨記事

P14

回

1625 回、1626 回例会は、全員出席と
させていただきます。

ガバナー月信より

P3
～13

1626
30
5
25

100.00 ％

出席率

8月29日のビジター

2022～2023年度

四つのテスト

2022 年 8 月 29 日

例会日

國司 真相 幹事 … 涼しくなってきました。コロナお
さまってほしいです。

本日の合計

告

真空とは常に揺らいでおり、真空の

ゆらぎによって物質と反物質が出現しそれが対消
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長嶋

貞孝

会員

9月12日

青井

秀浩

会員

9月22日

岡本

厚

会員

9月28日

服部

純子

様

9月15日

卓話

8月29日の卓話

2022-23年度第1回IAC合同会議 報告

地区青少年奉仕合同委員長会議のご報告

続き

60歳であろうと16歳であろうと人の胸には

皆様、こんにちはお元気ですか？早くコロナが

驚異にひかれる心、おさな児のような未知への

おさまるといいですね。

探求心、人生への興味の歓喜がある。

8月30日、第1回インターアクト合同会議に出席

君にも我にも見えざる駅逓が心にある。

致しました。内容はたくさん有るので例会が始ま

人から神から美、希望、よろこび、勇気、力の

り次第週報ではお伝え出来ない点はご報告申し上

霊感を受ける限り君は若い。

げます。
年次大会、地区大会のお話しが大きな所です。

霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ、

今年度は国内研修(広島)中止になりましたが、次

悲嘆の氷にとざされるとき

年度は８月に福島県に行く予定です。

20歳だろうと人は老いる。
頭を高く上げ希望の波をとらえるかぎり

スクラムの進捗状況は、アサンプションの松平

・日時 2022年8月27日(土)13：30〜16：10

80歳であろうと人は青春の中にいる。

先生の方からご報告がありました。

・開催方法 大阪YMCA会館並びにオンライン

(作山宗久氏による日本語訳「角川文庫」。)

現在、１０校の提唱クラブがありますが、新た
に新クラブの設立があります。

クラブ青少年奉仕合同委員長会議の第1部は、

1945年9月27日、日比谷の占領軍総司令部に連

例会が始まり次第、他の奉仕もそうですが、イ

青少年奉仕統括委員会近藤眞藤アドバイザーによ
る『危機発生時のロータリーのメディア対応』

ンターアクトの方盛り上げていきましょう。

のお話がありました。

よろしくお願い致します。

続いて地区ロータリー財団委員会 ポリオ.プラ

インターアクト小委員会

委員長

奥村

合国軍最高司令官マッカーサー元帥を表敬訪問さ
れました昭和天皇裕仁(ひろひと)陛下とのツー
ショットに写っていた詩に、松下幸之助氏の目に

雅一

入ったものです。松下幸之助氏はこの詩を社員の

ス小委員会 近藤祐介委員長から『ポリオ根絶に

訓示に使い、色紙に「青春とは心の若さである。

向けてのロータリーの道』としてお話がありまし

MyROTARYより

た。第1部の最後は、地区ローターアクトの献血
活動を地区ローターアクト本田地区代表よりお話

9月は基本的教育と識字率向上月間です。

をされました。

にするためのグアテマラのプロジェクト

地区ローターアクト 伊藤委員長、地区インター

をつづけるかぎり青春は永遠にその人のものであ
る」と残しています。

服部 潤承 会員

低い識字率を回復し、子どもたちが学校に通えるよう

第2部はパネルディスカッションを行いました。

信念と希望にあふれ勇気にみちて日に新たな活動

「禅の小道」

ちなみに、サムエル・ウルマンは1840 年4月13

「青春とは(Youth)」(サムエル・ウルマン)を

日、ドイツでユダヤ人両親の長男として誕生。ア

紹介いたしましよう。

メリカに移民し、後半生をアラバマ州バーミング

アクト曽家委員長、地区青少年交換松吉委員長、

グアテマラ識字プロジェクトは25年にわたり、

地区 RYLA 友田委員長、地区学友会末松委員長、

読書率の向上に取り組んできました。

青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方

詩は、78歳の時の作。マッカーサー元帥の愛誦の

オハイオ州出身の兄弟、ジョー・バーニンガー

をいう。

詩であります。

さんとジェフ・バーニンガーさんは、1997年、

バラの面差し、くれないの唇、しなやかな手足

図書がないグアテマラの学校で英語教師として

ではなく、たくましい意志、ゆたかな想像力、

ボランティア活動をしていました。二人は、そ

もえる情熱をさす。

れを解決するためのプロジェクトを立ち上げた

青春とは人生の深い泉の清新さをいう。

地区米山奨学委員長として坂田がパネリストとし
て、参加しました。
話し合いの内容として、
①世界ポリオデーに向けて

のです。

②次世代リーダーの育成への取り組み
③委員会報告
講評として、片山パストガバナーよりお褒めの

グアテマラのロータリアンは、ほかの学校での

青春とは臆病さを退ける勇気やすきにつく気持

読書プログラムも支援しており、1997年以来、

ちを振り捨てる冒険心を意味する。

ロータリー財団は48件、総額650万ドルの補助

ときには、20歳の青年よりも60歳の人に青春が

金を識字率向上のために提供してきました。こ

ある。

お言葉を頂戴しました。

れまでに90地区、800近くのクラブが参加して

第1部はコンパクトでよかった事、第2部は10何年

おり、多クラブ、多地区合同の草の根プロジェ

ぶりによかったとのこと。各委員長におかれまし

クトとしては、ロータリーで最大級のものと

ては、今年度の活動にお励みくださいとのお言葉

なっています。

を頂戴しました。
青少年奉仕委員会

委員長

ハムで過ごし、1924年3月21日84歳で逝去。この

年を重ねただけで人は老いない。
理想を失うときはじめて老いる。
8月29日の史上初Zoom例会には、20名の会員と
歳月は皮膚にしわを増すが、熱情を失えば心は
苦悩、恐怖、失望により気力は地には

坂田妙子

https://www.rotary.org/en/node/8790
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米山奨学生

しぼむ。
は

蔡真彦さんにご参加いただき、滞り

なく終えることが出来ました。

い精神

芥(あくた)になる。
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