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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＦＥＢＲＵＡＲＹ ２５ ２０１０ ＮＯ．２０５６
世 界 理 解 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（３月４日）のお知らせ

１）例 会 （2056回）
２）ソング
友と呼べるのは
３）卓 話 「洛東霊明神社と草莽の魂魄－
龍馬、慎太郎、藤吉の神道葬祭の社」
洛東霊明神社神主 村上 繁樹 様
福原 哲晃会員紹介
４）3
４）3月度定例理事会
５）ロータリー財団100
５）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

１）例 会 （2057回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「児童養護施設の今」
社会福祉法人青葉学園理事長 村田 弘道 様
社会奉仕委員会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ご来訪のビジターの皆様、ようこそお越し下
さいました。どうぞごゆっくりお過ごしくださ
い。会員の皆様多数のご出席ありがとうござい
ます。さて、先週は建国記念日の為休会でござい
ましたが、７日（日曜日）には米山奨学生の歓送
会が開かれ、我がクラブで一年間お世話しまし
た鄭英海さんが無事卒業されました。また、一年
間にわたりお世話いただきました米山カウンセ
ラーの金田会員に厚く御礼申し上げます。
次に、先々週の例会に放映致しましたタイ国
先々週の例会に放映致しましたタイ国
でのＷＣＳ事業のＤＶＤを、2月26日
26日・27日に開催
27日に開催
されます地区大会のＷＣＳ事業コーナーで放映
して頂けることになりました。どうぞ多数の皆
して頂けることになりました どうぞ多数の皆
様のご出席を宜しくお願いいたします。
様のご出席を宜しくお願いいたします
また、昨日は恒例の大阪天満宮観梅の会が催
され、多数の方のご出席ありがとうございまし
た。例年お世話いただいております大阪天満宮
宮司の寺井会員並びに末澤会員に厚く御礼申し
上げます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①地区大会にご参加頂く際に必要な名札を全会
員に、「イルカ・ライブ」にお申込みの会員に
は指定席引換券を本日お配りしています。

なお、2
2月27日（土）地区大会本会議にご出席
27日（土）地区大会本会議にご出席
の方々は、国際会議場５Ｆ受付場の中の客席
へ上がるエスカレーターの付近に12
へ上がるエスカレーターの付近に12：
12：00頃に
00頃に
お集り下さいますようお願いいたします。
お集り下さいますようお願いいたします
②地区より「2010年 夏休みの短期青少年交換学
生 募集」が届いています。詳細につきまして
は掲示板をご覧下さい。
③ＲＩより2008～09年度「ロータリー財団年次報告
書」が届いていますので事務局で保管しています。
④大阪城北ロータリークラブより「2010年 春の
ライラ」のご案内が届いていますので本日お
配りしています。
⑤「2010～2011年度版 ロータリー手帳」のお申
し込みの案内をお配りしています。2月25日ま
でに必ずご提出をお願いいたします。
⑥インターシティ・ミーティング（第６組）出欠
のご返事を事務局までお願いいたします。な
お、今回はご家族もご参加頂けます。
⑦№1・2テーブル情報集会出欠のご返事がまだ
の方は事務局までお願いいたします。
⑧№3・4テーブル情報集会の案内を本日お配り
しています。
⑨次週例会終了後、3月度定例理事会が開催され
ます。本日案内していますので関係各位よろ
しくお願いいたします。
⑩本日、例会終了後、10Ｆ「京都の間」にて第3
回被選理事会を開催いたします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

３名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

73名
53名(66名)
23名
13名

敬称を略す

鄭さんの卓話楽しみにしています。 鍬田 充生
誕生日自祝
多くの難病と闘い乍ら本日満80歳を迎えること
が出来ました。感謝･感謝!!
貝塚 讓
結婚記念日自祝
金田 五郎
結婚記念日自祝
小澤 満
花を贈られ 再び燃える 恋心
重里 國麿
結婚記念日自祝
成松 正和
会長 お花ありがとうございました。 山田 雅浩
観梅 お世話になりました。
小寺 一矢
中川会員 先日は大変大変御世話になり有りがと
う御座いました。又、御付合の程よろしく!!
衣斐 孝雄
吉野会員にお世話になりました。 小澤 満
中川会員・衣斐会員、大変お世話になり有難う
ございました。
石田 道夫
中川パスト会長にお世話になりました。有り難
うございます。
山本 喬一
中川パスト会長、素敵な夜をありがとうござい
ました。ハマリそうです!!
川原 和彦
吉野さん、吉野では大変お世話になりました。
川原 和彦
いつも欠席申し訳ありません。本日、郡会長、
谷本委員長 お世話になります。よろしくお願
い致します。
岡田 憲和
平成22
合計金
77,000円
平成22年
22年2月18日
18日
77,000円
累計金
2,157,000円
2,157,000円

☆☆ 先週（2
先週（2月18日）の卓話
18日）の卓話 ☆☆
２０１０年上海万博
米山奨学生 鄭 英海 様
米山奨学委員会
2010年に中国にとって最も重要なイベントは
上海万博である。上海万博の具体的な日程は５
月１日から10月31日までの半年間である。開幕式
は４月30日夜、閉幕式は10月30日に確定した。上
海万博の規模は、7,000万人の入場者が見込まれ、
史上最大の万博になるだろう。242の組織が出展
し、会場面積も万博史上最大規模の5.28平方キロ
メートルになる。５つのゾーンに分かれ、合計二
万回のイベントが予定されている。
今年の上海万博の主題は“より良い都市、よ
り良い生活”だ。大会のロゴマークは、漢字の
「世」と数字の「2010」を組み合わせて作られ、
多元的な文化が融合する博覧会の開催にむけた

）内は会員総数を基準とした値

2月18日の出席率
80.30％
４週間前（1月21日）の
メークアップを含む出席率 91.18％
メークアップ実施会員
７名（欠席者13名)
中国の人々の強い願いを表現している。上海万
博マスコットの「海宝（HAIBAO）」は「世界各地
の宝物」という意味だ。大会の建築物は、主に一
軸四館がある。
この上海万博に、日本は国家館、産業館とベス
トシティ実践区の三つを出展する。日本館は『心
の和・技の和』をテーマとし、最新の環境技術を
導入した３階建てのドーム型の建物で、
「紫蚕島」
（かいこじま）という愛称で呼ばれている。外観
の形が蚕の繭を連想させ、蚕が作る絹糸は日中
の文化の絆の象徴の一つであり、高貴さと、未来
に向かって成長する期待感を表している。

★ 大阪天満宮観梅の会 ★
寺井会員
と末澤会員
のご好意の
もと、恒例の
観梅の会が
２月17日夕
刻から大阪
天満宮で開
かれました。総勢約40名（うち、当クラブ会員は
27名）が参加して、見事な盆梅を賞でたり、美味
しい揚げ立て
の和田八の天
ぷらを呼ばれ
たり、それは
それはたいへ
んな賑わいで
した。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
３月第１例会のお知らせ
日 時：３月９日（火）19:00～21:00（予定）
内 容：「落語会」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：太融寺本坊2Ｆ
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
※チケット制のため、チケット完売の場合は登
録をご遠慮いただくこともあります。事前の
登録を必ずお願いいたします。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー ・ミックスサラダ ・コーヒー

