
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に捧げん 

我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 

今後の予定： 

4/11 

（水） 

・卓話「ロータリー雑誌 

 月間に因んで」 

  多田利生委員長 

・被選理事会 

4/18 

(水) 

・新旧ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

・新旧合同ｸﾗﾌﾞ協議会 

 

  

4/25 

（水） 

・卓話 
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                 ▲北条時宗、没。34歳(1284)▲デキシーランド・

ジャズ誕生(1859)▲木村安兵衛が発明したアンパンを山岡鉄州が御花見

のときに明治天皇に 献上する(1875)▲琉球藩を廃し沖縄県とすることを布

告(1879)▲ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)来日(1890)▲日本野球チーム

（早大）初の海外遠征(1905)▲初の就職列車(1933)▲ＮＨＫ、朝の連続ドラ

マ「おはなはん」の放送開始(1966)▲キング牧師狙撃され死亡(1968)▲キャ

ンディーズ最終公演、後楽園球場にて(1978)▲ＮＨＫ、朝の連続ドラマ「お

しん」の放送開始。国際的なヒットに(1983)  

第１８１０回例会プログラム 
 ２０１２年４月４日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

●「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 

  多田利生 会員 

●外部卓話 

 交野警察署準備室 

 室長 多田 賢治 様 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞(敬称略) 

 山口(伊)、北川、初木、三木、小西 

 高島、岩本、國田、畠仲、中野 

 日野、上山、山中 

 

  

  

３月の花「イキシア」 

花言葉：協調・調和の取れた愛・誇り高い 

    団結して当たろう・粘り勝ち 

 イキシアはギリシア語の「ixos（鳥もち）」の意

で、この植物が粘る汁を出すことからといわれ、

また花色が豊富なため「ixia（著名な植物）」の意

からともいわれます。和名は、葉が槍のような様

子と花が房咲き水仙に似ることから「ヤリズイセ

ン」。英名は南アフリカのトウモロコシ畑でよく見

かけるため、「アフリカン・コーンリリー）」と呼

ばれています。  

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

4 

４ 多田会員 

１１ 橘会員 

１８  

２５ 田中（一）会員 

5 

２  

９ 田中(太)会員 

１６ 辻村会員 

２３ 若林会員 

３０ 高島会員 
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会長の時間 

 来年度、米山奨学生のお世話をす

るに当り、委嘱状の送付がありました

ので次年度委員長の橘喜久夫会員

にお渡し致します。 

 続いて明日開催されます献血キャ

ンぺ―ンに当り、國田社会奉仕委員

長に些少ながら協力金を差しあげま

す。 

卓  話 

 日本人の常識と世界の常識は同じ

ものもあれば、異なっていることも多く

あります。そのようなデータの紹介で

す。インターネットで世界中のデータ

が見られます。データは単にその数

字だけではなく、その国民性をも反

映しています。 

 

○各国のブランドとしてのランキング 

 他の各種調査と同じ結果です。ドイ

ツ、フランスなどが上位です。日本は

５番目です。 

 この時点ではアメリカは7番でした

が、オバマ大統領になってアメリカが

1番になりました。リーダーの力でしょ

うか。分野別に見れば日本は政治面

では10位以下や輸出が1位は妥当で

しょう。観光面で日本は健闘していま

す。スイスより上位は意外です。文化

で中国より上は現在文明ではそうか

もしれません。 

 韓国は意外に低くタイと同じ３０番

台です。李大統領がこれではいかん

と１０位以内をめざず活動を始めたの

で上昇傾向のようです。 

 

○日本を世界はどう見ている 

英国ＢＢＣの調査によれば日本は世

界にプラスの影響を与えていると世

界の人は思っています。日本人自身

が思う以上に世界の人たちはプラス

と評価しています。他人の方が評価

の高い国はほとんどありません。日本

人の謙虚さ、自信の無さが表れてい

るのかもしれません。また意外にもロ

シア、韓国では日本の評価が高いよ

うです。中国ではやはり評価が低い。

トルコは親日国といわれていますが、

評価はむしろ低い結果です。 

 世界で一番高い評価はカナダ、ドイ

ツです。逆に低いのはイラン、北朝

鮮、パキスタン、イスラエルなどです。 

 

○評価の高いドイツです。フランスで

の評価が一番高いのは最近の両国

の関係を表しているのでしょう。トルコ

人はドイツに多いのですがトルコでの

ドイツの評価は低いです。 

出稼ぎに行っているけれどイジメられ

ているのかもしれません。 

 

○米国は隣のメキシコでの評価が極

端に低いです。隣り合った国の関係

は複雑です。 

 

○中国はアフリカに中国人が100万

「世界と日本」          辻村 順一 会員 
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人以上いることもあり、アフリカでは評

価が高いですがヨーロッパ、日本、韓

国では低いです。 

 

〇自分の国に対する誇り 

上位はエジプト、フィリピン、ベトナムな

どです。低開発国が上位のようです。

日本、ドイツは最下位グループですが

自国に誇りをもてないのは戦争に負け

たことと関係あるかもしれません。 

 

〇友達選びの基準 

正直さ、忠実さ、思いやりが世界共通

で重視されています。 

韓国では頭が重視されるようです。中

国では権力、裕福が重視され中国らし

いです。 

 

○セクシーさを感じるところ 

ヨーロッパではまなざし、お尻が一番

です。胸はあまり関係ないようです。ア

ジアは胸が一番です。あなたは何系

でしょうか。 

 

○最後は日本の調査の一例 

 方言についてNHKの調査です。 

沖縄の人は方言を少し恥ずかしいよう

ですが、着は非常に高いです。茨城

の人は方言が恥ずかしく、愛着を持て

ないようです。関西では和歌山の人は

結構恥ずかしいようです。 大阪の人

は恥ずかしくなく愛着は結構高いで

す。どこに行っても大阪弁が聞こえる

のもその結果でしょう。 

 このようにお互いにどう感じているか

を知っておけばより親しみを持つので

はないでしょうか。 

＜社会奉仕委員会報告＞ 

 

 
〇献血キャンペーン実施 

3月29日（木） 10:00～12:00 13:00～16:00 

 於：牧野生涯学習市民センター 

 

  

〇献血チラシ配布実施 
3月27日（火） 7:30～ 於：牧野駅前 

 

【参加者11名】原、日野、北村、國田、三木 

     高島、橘、多田、上山、山中、米田 
【参加者10名】日野、北村、小西、國田、高島 

         岩本、多田、上山、上野、山本 

     400㎜ 200㎜  合計 

受付数 57名  11名  68名 

採血数 44名    7名  51名 

 ご協力ありがとうございました 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊辻村会員の卓話にて日本の優位性を覚えた喜びに 

                            北村  隆 

＊卓話を終えた喜びに              辻村順一 

ニコニコ箱 合計 ￥12,000 累計 ￥1,115,491 

〇本日の配布物 

①卓話資料 

②ロータリーの友 4月号 

③わらしべと共に歩む会だより2012第12号 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信4月号 

〇地区行事等出席報告 

3/29 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ  

3/31 PETS・地区チーム研修ｾﾐﾅｰ  高島、初木、國田 

4/3 12-13年度のための地区協議会事前説明会  初木 

〇地区行事等出席予定                          

4/12 米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ         高島、橘 

4/28 12-13年度のための地区協議会   

            高島、畠仲、川島、原田、中村、多田 

              重田、藤原、國田、橘、宮田、初木 
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 ２０１２年４月の 

 ロータリーレート １＄＝８２円 

 

第１８０９回例会出席報告（３月２８日） 

総会員数 出席者 出席率 

56名 3１名 60.78％ 

第１806回 例会補正後 出席率 80.00％ 

   メーク ９名  欠席 ８名   除外 ８名 

＜ 第２６回三九会開催 ＞ 

 ２０１２年３月２８日（水）１８：００～ 於：宇和海料理 藝夢 

 南宇和深浦港から直送された珍しいさしみ料理に舌鼓を 

打ちながら楽しい一時を過ごしました。 

                        ＜社会奉仕委員会からのおしらせ＞ 

＜春の交通安全運動啓発活動について＞ 

 

 ＊４月６日(金)１６：００～啓発パレード 
      集合 15:45 枚方ビオルネ付近 

      パレード（約1時間）終了後解散   

 ＊４月９日(月)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン 

 

      集合 くずは駅前  

      配布終了後例会場にて反省会 

※参加の場合はスタッフジャンパーの着用をお願いします。 

 この事業はすべてメイク扱いとなります。 

４月４月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

原田武夫会員（9日) 

田中太一朗会員（12日） 

林 祐弘会員（13日） 

嶋中完治会員(16日) 

粟津直晶会員（17日） 

  ４月４月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

今中七郎 会員（S49年） 

上山芳次 会員（H10年） 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 


