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次回の卓話

2009年10月14日(水)

「私の少年時代」

井上 一男会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

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

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



会員数４２名 出席義務会員数３７名

９月３０日出席会員26名 70.27％

９月 ９日 MUを加えて 89.19％

2009年9月30日 第2711回

ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

唱歌「月」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「インド洋津波の記念ポール

８５本建てました」

近畿職業能力開発大学校

校長 家村浩和様(京都東RC)

●１０月 会員誕生日

６日 亀井 茂 会員

１８日 横谷 哲郎 会員

１９日 西秦 好郭 会員・宇野 芳孝 会員

３０日 毛利 髙二 会員

●１０月 結婚記念日

１２日 櫻井 昇 会員

１７日 西秦 好郭 会員

１９日 岸田 次郎 会員

２１日 中塚 清 会員

２３日 武田 利治 会員

２６日 西明寺講治 会員

お客様
朴 燦浩様 (米山奨学生)

＜奨学金の贈呈＞

●会合報告

9/16 岸和田ＲＡＣ例会に山形委員長、私が参加し

ました。

9/19 職業奉仕委員長会議に西明寺委員長が参加し

ました。

9/20「岸和田だんじり祭観覧」(地区行事)に、

朴燦浩さんが参加しました。

9/23 交通安全パレードに、櫻井幹事・皆見委員長・

坂口委員長・山形委員長、岸和田RACの炭谷

英司会長・中良輔会員そして私が参加しました。

●本日例会終了後に、歴代会長会議がございますので、

（対象の方は）ご出席頂きます様よろしくお願い

致します。

●本日は生薬の話をします。

・じゅうやく（重薬・十薬）…ドクダミ科

→生のときは特異な臭気、生薬は火で炙って切傷

等に使う。蓄膿症、高血圧、便秘等には煎じて

飲む。

・せんぶり（千振・当薬）…リンドウ科

→「千回振ってもまだ苦い」というくらい、大変

苦い薬。胃腸薬として用いられ、発毛／養毛

作用がある。

・げんのしょうこ（現の証拠）…フウロソウ科

→健胃・下痢止めに飲用。腫物・皮膚病に外用。

・せんな（センナ）…マメ科

→インド原産、アントラキノン誘導体という物質

含む、緩下剤。

・うらじろがし（裏白樫）…ブナ科

→タンニン、内臓結石の溶出・予防。

・ばいきせい（梅寄生）…サルノコシカケ科

→梅に寄生するものはガンに効くと言われている。

・ふじのこぶ（藤瘤）

→藤の木の「ガン」。古来中国において「毒を

持って毒を制す」考えから、ガンの治療薬とし

て使われていた。

・アロエ…ユリ科

→胃腸薬、緩下剤。切傷にも外用する。

妊娠中は禁忌（子宮を収縮させる作用がある)

岡本桂四郎会長



櫻井新嗣幹事

●例会臨時変更 貝塚RC 詳細は事務局まで。

●国際ロータリー第2640地区より「災害義捐金に

ついて」ということで、兵庫県佐用町および駿河

湾沖地震について義捐金の報告がありました。

●国際ロータリー日本事務局より

2009年10月ロータリーレートは１ドル＝90円

●本日の例会終了後、歴代会長会議を開催させて

頂きます。歴代会長の方々は、事務局にお集まり

いただきます様よろしくお願い致します。

●今回にてノーネクタイ運営を終了、次回例会より

ジャケット・ネクタイ着用をよろしくお願いいた

します。

社会奉仕委員会

皆見量政委員長

社会奉仕委員会より、ご報告させていただきます。

8/9に発生した兵庫県佐用町の水害、および8/11に静

岡県で発生した地震義援金として、8/26例会に出席

した会員方に寄付を募ったところ、多数のご寄付を

頂戴できました。ありがとうございました。

当クラブとして、水害被害２万円、地震被害２万円

の計４万円をガバナー事務所を通じて送金させてい

ただきました。

それに伴いガバナー事務所より報告がありまして、

「地区内60クラブより合計で1,914,671円の義援金

が集まった」との結果報告がありました。

ご協力をいただきまして、ありがとうございました。

●岡本桂四郎会長

近くで暮らす孫たちと、にぎやかに暮らすのが

楽しみです。

●雪本栄会員

先週、ニコニコ箱のお礼のFAXを忘れてしまい

ました。

●前川篤会員

休むことがクセになり、申し訳ございません。

近畿職業能力開発大学校

校長 家村浩和様（京都東RC）

2004年1月26日に発生したスマトラ沖地震・津波災害

からほぼ５年が過ぎました。

私は、この間10回にわたってインドネシアスマトラ島

のバンダアチェ市を訪問し、メモリアルポール85本を

建設し、国際防災教育の基礎としました。

・バンダアチェ市における津波被害の調査結果

バンダアチェ市では、大津波により１０万人余の犠

牲者を出しました。私たちは、現地のシャクワラ大学

の協力を得て、被災した住民から、地域ごとにアンケ

ート調査を行いました。

その結果の主な点は、

１）95％の住民が、津波という言葉さえ知らなかった。

そのため、地震後20分で来襲した津波に対して、

避難が遅れた。

２）海岸域では、地震直後に避難したとしても、2-3

割の住民は、安全な場所に移動できない。

３）ソファベッドにつかまって遊泳して助かった人も

多かった、などです。

・津波の高さの記念ポールを多数建設する意義と計画

私は大災害の記録と教訓を風化させずに、長期間残

すために、津波高さの記念ポールを市内の学校やモス

クの敷地あるいは主な道路に沿って、できるだけ多く

建設することを提案しました。
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その意義は、

①津波高さの面的な分布を示す、非難時の参考となる

②毎日見るので津波に対する正確な警戒を持ち続け

られる。

③犠牲者への追悼碑ともなる、などです。

すなわち、実際に起こった津波のハザードマップを

現地で直接示すというメリットがあります。

この建設計画は、私の技術指導の下、ジャカルタの

日本大使館の草の根活動資金を受けた現地のNPOヤヤ

サンウミアバシア（代表：シャクワラ大学タンタウイ

教授）により進められました。限られた資金で、でき

るだけ多く建設するため、上の部分は電柱のような鉄

筋コンクリート、下の部分は４角錐状の石張り構造と

しました。そして、その場所に来襲した津波の方向や

高さ、海岸からの距離、などの記録とともに、被害者

を弔う言葉、日本人からのお見舞いの品である旨のプ

レートを貼り付けました。

・防災教育への活用

建設したポールは、高さ１mの低いものから、10m

の高いものまで、合計85本です。これらすべてのポ

ールの配置とそれぞれの写真を添付したポスターを

作製し、ポールのある全地点の学校やモスクに配布

しました。85本のポールの相対的な関係を良く理解

してもらうためです。これらを使って、現地の高校

や中学校、あるいは先生方の研修機関で津波の発生

メカニズムや避難方法などに関する、国際的な防災

教育を行いました。

・国際的な人々の関係と協力

今回の津波被害の調査に始まって、記念ポールの

建設にまで至った過程にはインドネシアから日本へ

の留学生をはじめ、多くの人々の国際的な関係と協

力が存在します。人道的な援助に、国境はないと感

じました。

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ １０月１６日（金）「低侵襲手術の最前線-手術の傷はいずれなくなる?」

岸和田徳洲会病院外科医長 坂本一喜様

岸和田北ＲＣ １０月１３日（火）「例会休会」

岸和田南ＲＣ １０月１５日（木）「無恙」 別所啓治会員

OCTOBER ２００９ １０月 職業奉仕及び米山月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

ＲＡＣ例会

例会

「職業奉仕の定義」
西明寺講治会員

体育の日
例会

「私の少年時代」

井上一男会員

家族例会

(吉本新喜劇)

振替休会

ＲＡＣ例会

近隣会長幹事会

ホスト：岸和田北RC

例会

「太陽光発電の現
状」近藤正博様

紹介奥藤喜雄会員

前期

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸ

於.岸和田天神宮

午後6時30分開始

岡本年度

4RC会長幹事会
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