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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

ＭＡＲＣＨ １１ ２０１０ ＮＯ．２０５８
識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2058回）
２）ソング 我等の生業
３）卓 話 「ＣＯ２って！ そんなに悪者なの？」
石田 道夫 会員
４）臨時理事会
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

次週（３月１８日）のお知らせ
１）例 会 （2059回）
２）ソング 日も風も星も
３）卓 話 「無題」（当日のお楽しみ）
桂 吉坊 様
木村 忠夫 会員紹介
４）第4
４）第4回被選理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

①地区大会に出席の方はメークアップカードの
ご提出をお願いたします。
②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。
③№3・4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。
④本日18：00より大阪マルビル第一ホテル6Ｆ
「ラヴェンダー」にて№1・2テーブル情報集会
が開催されます。また、6日（土）12：30より京
都「菊の井」本店にて№5・6・7・8テーブ情報
集会が開催されます。

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。ここのところ暖かい日と寒い日が交互に
来ております。体調には充分お気を付け下さい。
先週末には今度はチリで大地震と津波の被害
があり、いったい地球はどうなっているのかと
心配になります。それはさておき、26・27日の両
日地区大会が開催されました。27日の本会議には
31名もの会員の皆様にご参加頂きまして、
誠にあ
りがとうございました。友愛の広場のＷＣＳ
コーナーのタイ国白内障手術プロジェクトの展
示ご覧いただきましたでしょうか？ＲＩ会長代
理としてご出席のビチャイ・ラタクル氏には展
示物のコピーを前日に手渡してまいりました。
また、翌28日（日）には、大阪市立信太山青少
年野外活動センターでの青年功績賞授与式に中
村会長エレクト・鍬田副会長・梅本幹事・山村幹
事エレクト・奥青少年奉仕委員長の6名で行って
まいり、
卒業ボランティアスタッフ24名の方々に
賞を授与してまいりました。卒業スタッフのみ
ならず、残られるスタッフの明るい元気な笑顔
を拝見し、大阪はまだまだ大丈夫だと感じると
ともに、大きな元気を貰ってまいりました。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

今年度春のライラに会員皆様の登録･ご参加をお
願いいたします。 大阪城北ロータリークラブ
本日は村田様をお迎えしました。よろしくお願
いいたします。
小寺 一矢
誕生日自祝と6ヵ月ホームクラブ皆出席を自祝
して
坂本 一民
誕生日自祝
衣斐 孝雄
誕生日を自祝して
藤井 弁次
誕生日自祝
橋本 守之
誕生日自祝
谷本 圭二
誕生日自祝
成松 正和
誕生日を自祝して
奥 崇
誕生日自祝！
吉野 正史

☆☆ 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

６名
１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

72名
46名(64名)
23名
18名

昨日52歳になりました。
北村 修久
誕生日を自祝して
中野 格
結婚37年自祝
郡 悦清
31ヵ年の在籍表彰自祝
井戸 幹雄
22ヵ年在籍表彰自祝
南川 和茂
在籍22ヵ年自祝
小澤 満
17ヵ年在籍 自祝！
鍬田 充生
ホームクラブ皆出席並びに在籍表彰自祝
寺内 清視
在籍14ヵ年自祝
成松 正和
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
石田 道夫
奥委員長、先日は青年功績賞授与式お世話にな
りました。
中村 健輔
平成22
平成22年
22年3月4日

合計金

）内は会員総数を基準とした値

３月４日の出席率
71.88％
４週間前（２月４日）の
メークアップを含む出席率 89.23％
メークアップ実施会員
6名（欠席者13名)

☆青年功績賞授与式（大阪市）☆
日 時：2010年2月28日(日)午前11時～
場 所：大阪市立信太山青少年野外活動センター
(青少年の家)
参加者：郡会長、中村会長エレクト、鍬田副会長
梅本幹事、山村幹事エレクト、奥委員長
合計６名
当日は少し暖かな初春を感じさせる一日で、
厳粛でそして感動的な卒業式が行われ、卒業さ
れる２４名(１名欠席)のカウンセラー一人ひと
りに青年功績賞を郡会長が授与し、その功績を
称えました。
青少年奉仕委員会 奥
崇

115,000円
115,000円

累計金 2,302,000円
2,302,000円

☆☆ 先週（3
先週（3月4日）の卓話 ☆☆
児童養護施設の今
社会福祉法人 児童養護施設 青葉学園
理事長 村田 弘道様
社会奉仕委員会
バブル経済がはじけた頃から日本はおかしな
国となった。青葉学園に入所児童が増えてきた
のだ。虐待や育児放棄である。新聞紙上に理由無
き殺傷事件やモンスターペアレンツ、親が子を
子が親を殺す等考えられない事件の多発で、人
心の荒廃社会と化した。
童養護施設とは、親の死亡や行方不明・棄児・
貧困・精神障害・育児放棄等の家庭が児童相談所
に相談するか、他からの通告で調査判定のうえ
各施設に入所となる。対象は０才から１８才ま
で、幼児は園内保育で、小中高生は近隣の学校に
通学。費用は職員の給与等の事務費と養育費等
の事業費で、国と府から入所児童数により支給
され、寄付金と合せて運営する。新築修繕は補助
金が出ても自己負担金が多く、資金繰りが苦労
の種である。
青葉学園は現在２才から１８才まで５９名が
在籍しているが、親に捨てられた感じで心に傷
をもつ子が多く、その保護養育は容易ではない。
育児放棄や虐待児が６割以上で、親の精神障害
もかなりの数を占め、離婚も遠因の一つ。
｢社会で子供を育てよう｣と民主党は言うが、現
実的には恵まれない子供を児童養護施設が養育し
ている。
政治はしっかり社会と施設を見て欲しい。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
３月第２例会のお知らせ
日 時：３月２１日（日）10:00～12:00（予定）
内 容：「大阪城周辺クリーンハイク」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：ＪＲ環状線 森ノ宮駅の改札を出た
ところにご集合下さい。
※いつもと変更になっておりますので
ご注意ください。
登録料： 無料
登録先： 幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：３月１９日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・中華丼、ザーサイ添え ・野菜と卵のスープ
・コーヒー

