OSAKA-TEMMABASHI
ROTARY Club Weekly Bulletin
第2 6 6 0地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日
事務局 〒530530-0001 大阪市北区梅田1
大阪市北区梅田1丁目9
丁目9番20号
20号 大阪マルビル第一ホテル
大阪マルビル第一ホテル
例 会 毎週木曜日 12時
12時30分
30分 ヒルトン大阪
ヒルトン大阪４
大阪４F
会 長 郡 悦清
幹 事 梅本知秀
広報委員長 岡本 健

20092009-2010年度
2010年度 国際ロータリーのテーマ

電話(06)6345-1115(直通) 電話(06)6341-4411(ホテル) FAX(06)6344-8222 E-mail:temma-rc@lapis.plala.or.jp http://www10.plala.or.jp/temma-rc/

＜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

ＡＰＲＩＬ ８ ２０１０ ＮＯ．２０６２
ロ ー タ リ ー 雑 誌 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2062回）
２）ソング
花
４）卓 話 「女で生まれて男の脳、
男で生まれて女の脳」
㈱アイドマプランニング
代表取締役社長 坂田 洋介 様
岸本 良一会員紹介

＊＊ 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下さい。
本日より４月、ロータリー雑誌月間です。そこで
本日はロータリーの友地区委員でいらっしゃい
ます露口様に卓話をお願い致しております。露
口様どうぞよろしくお願い致します。会員の皆
様多数のご出席ありがとうございます。
さて、今週は桜の花も咲き始めましたが、30日
(火)には社会奉仕委員会による恒例の奉仕事業
が行なわれ、北区老人会の皆様112名の方々をご
招待して、「天満天神繁昌亭」で落語を楽しんで
まいりました。また、4月3日（土）には、ＩＭ第
６組のインターシティー・ミーティングが太閤
園で開催されます。そして翌４日（日）には春の
家族会が行われます。いずれも参加者が少のう
ございますので、お時間がございましたら、是非
今からでもふるってご参加くださいますよう
に、重ねてお願い申し上げます。
本日は会長報告が１件あります。
①(財)ロータリー米山記念奨学会より福原
哲晃会員にカウンセラー委嘱状が届いて
おります。

次週（４月１５日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング

（2063回）
ロータリー讃歌

３）卓 話 「最近楽しくとりくんでいる
こと二題」
小寺 一矢会員
４）第5
４）第5回被選理事会

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①4月3日（土）に2009～2010年度ＩＭが太閤園3Ｆ
「ダイヤモンドホール」
にて13：00から開催さ
れます。ご参加の方々は宜しくお願いいたし
ます。
②4月4日（日）に春の家族会が開催されます。ご
参加の方々は8：30にヒルトンホテルロビー
に集合お願いいたします。
③本日、次年度理事・役員・委員長に「2010～11
年度活動計画書提出」のお願いをさせて頂い
ております。4月28日（水）までに必ずご提出
をお願いいたします。なお、地区協議会にご出
席の委員長は地区協議会後にご提出をお願い
いたします。
④「紳士の料理教室のご案内」を本日お配りし
ております。
⑤川柳大会への多数の投稿をお願いいたします。
⑥「新年度ロースターの原稿」ご確認済みの方
は事務局まで提出をお願いいたします。なお、
訂正のない場合もＯＫとご記入のうえ必ず提
出してくださるようお願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
浅井 顯一
誕生日自祝
山村 朋史
会長からきれいな花をいただき、32回目の結婚
記念日を迎えました。
松宮 清隆

☆☆ 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

４名
２名
０名
１名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

72名
48名(63名)
23名
15名

20ヵ年在籍自祝
岸本 良一
18ヵ年在籍表彰自祝
谷本 圭二
16ヵ年在籍自祝
中川 政照
15ヵ年在籍表彰自祝
大矢 平治
ホームクラブ皆出席自祝
郡 悦清
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
成松 正和
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
松宮 清隆
ホームクラブ皆出席を自祝して
奥 崇
川柳大会、多数のご投稿、よろしくおねがいし
ます。
浅川 正英
川原 和彦
今日は、オンドラです。現在イギリスのカー
ディフ大学にいます。６月に卒業し９月にオー
ストラリア・シドニーにあるセントラルクイー
ンズランド大学のＭＢＡに２年間留学します。
木村 忠夫
オンドラ君の益々の好青年ぶりに感激
川原 和彦
オンドラ君、おかえり
徳岡昭七郎
なにやかやと御迷惑をおかけしました。お詫び
小寺 一矢
奥先輩、先日は大変お世話になりありがとうご
ざいました。
森本 章裕
長期欠席すみませんでした。
寺村 清
平成22
合計金
86,000円
平成22年
22年4月1日
86,000円
累計金 2,500,000円
2,500,000円

☆☆ 地域社会奉仕事業 ☆☆
北区老人クラブ会員を繁昌亭へご招待
社会奉仕委員会は平成２２年３月３０日大阪
市北区の老人クラブの会員を天満天神繁昌亭の
朝席にご招待しました。この事業は、大阪天満宮
の境内にある繁昌亭に地域の老人クラブの皆様

）内は会員総数を基準とした値

4月1日の出席率
76.19％
４週間前（3月11日）の
メークアップを含む出席率 87.30％
メークアップ実施会員
4名（欠席者12名)
をご招待し、落語で大いに笑っていただいて、長
寿の日々をお元気で楽しく過ごしていただくこ
とを目的に、三世代クラブ（天満橋・大手前・中
之島）の共同の社会奉仕活動として平成２０年
からはじまりました。その後は、当クラブ単独で
地域密着型の社会奉仕事業として継続してきま
した。今年で３回目です。

当日ご招待したのは５５老人クラブの１１０
名です。このほかに、老人福祉センターの事務局
２名もご招待しました。
開演前には、郡悦清会長が挨拶に立ち、事業の
趣旨を説明し、大阪市北区老人クラブ連合会に
対し招待券と記念品の目録を贈呈しました。記
念品は「笑う門には福来る」と印刷された、当ク
ラブのオリジナルタオルです。これに対し、老人
クラブ連合会からは、居内隆総務部長が感謝の
言葉を述べられ、野村茂夫会長名の感謝状を郡
会長に交付しました。
出演したのは露の雅（つゆのみやび）・笑福亭
生寿（せいじゅ）・桂歌之助・桂文昇の落語家の
みなさんです。老人クラブの会員の皆様には、大
いに笑って、楽しんでいただいたと思います。来
年も呼んでほしいという声も聴きました。
当日参加したロータリアンは次の方々でした。
郡悦清会長・中村健輔会長エレクト・石田道夫直
前会長・鍬田充生副会長・梅本知秀幹事・山村朋
史幹事エレクト、福原哲晃・谷本圭二・大矢平治・
三谷滋伸・山田雅浩・岡本健の各会員、社会奉仕
委員会の西井幾雄・松宮清隆の各委員の合計14名。
〔文責・松宮〕

☆☆ 先週（４月１日）の卓話 ☆☆
「ロータリー雑誌月間に因んで」
ロータリーの友地区委員 露口 佳彦 様
広報委員会
ロータリークラブの会員は、ＲＩの公式雑誌
「ザ・ロータリアン」、または、ＲＩが公式地域
雑誌として認定した雑誌のいずれかを講読する
義務があり、会員である限りは購読し続けるこ
とが会員資格保持の条件とされています。
そしてロータリー雑誌月間とは、これらの雑
誌のいずれかを購読し、これを活用することを
促進するためのプログラムを行うと定められた
月間であり、その目的は、雑誌に対する関心を惹
き起こし、認識を高め、以ってロータリー情報の
普及をはかることにあります。
ロータリー地域雑誌は、ロータリーのあらゆ
る面においてロータリー綱領を推進するための
ものですから、次の基準に合致する必要があり、
ＲＩ理事会に申請して承認を受け、ロータリー
地域雑誌としての免許を受けることができま
す。そして、５年ごとに再認定を受けなければな
りません。その基準とは次のとおりです。
①２つの国または２つの地区以上の地域を対象
に発行されること
②出版については、あらゆる面で編集委員会の
直接監督を受けること。（その委員会は、現ガ
バナーまたはその代理、次期ガバナーまたは
その代理、編集長及び元ＲＩ役員３名を含み
ます。）
③その雑誌の編集者にはロータリーの方針の基
本的枠内で完全な編集の自由が認められる
が、雑誌委員会による編集ならびに経営面に
おける適切な監督をうけいれること
④その雑誌の編集内容はＲＩの方針に合致して
いなければならず、その少なくとも５０パー
セントはロータリーあるいはロータリーと関
連ある事柄に関する記事であること
⑤少なくとも年４回発行すること
⑥ロータリーの品位と特質にふさわしく、全体
的に格調の高い内容と魅力的な外観を保つこ
と
⑦その目的と経済的自立発展を維持できるよ
う、その対象地域のロータリアンのほぼ過
半数に達する発行部数を確保すること
⑧ＲＩに財政的負担をかけないで経営し得る資
金を持つこと
⑨認定されるのは１カ国につき１地域雑誌のみ
で、すでに承認され指定されている資格ある
地域雑誌が優先される。
皆さんが購読しておられる「ロータリーの友」
は、日本全国にまたがる情報雑誌を目指して１
９５３年に創刊されたものですが、上記のよう

な基準を満たすものとして、１９８０年にＲＩ
から公式の地域雑誌として認定されてました。
発刊当初は横組みだけでしたが、１９７２年
１月号から、縦組みと横組みを併用し、広告・奥
付は真ん中に挟み、表紙を二つつける現在の体
裁になっています。
横組み部分には、ＲＩ会長のメッセージをは
じめ、エバンストン便り、各月間に因んだ特集記
事などが載せられ、その一部は、公式雑誌の条件
としての掲載指定を受けています。
「よねやまだ
より」は、主に元・現米山奨学生の記事で、これ
ら学生の活躍ぶりを見るにつけ、この奨学制度
の有用性に思いを新たにいたします。
縦組み部分は投稿が中心で、「卓話の泉」のほ
か、「言いたい聞きたい」「友愛の広場」「俳壇・
歌壇・柳壇」などがありますが、ロータリーのあ
り方についてのまじめな意見や、自己の職業に
ついての有用な知見が述べられるなど、読者同
士の誌上を通じての交流の場となっています。
また、「ロータリー・アット・ワーク」は、各ク
ラブの奉仕活動の写真入り紹介記事で、これを
読むとき、奉仕活動には本当にいろいろなもの
があるのだなあと教えられ、感心することが
多々あります。
このように、公式の地域雑誌である「ロータ
リーの友」は、これを閲読することによって、仲
間の奉仕活動のあり方について教えられ、また、
仲間と交流してロータリアン同士の絆を深める
ことのできる、なかなか有用な良書であります。
どうか「積ん読」ではなく、時間がある限り隅々
までお読みいただきまして、ロータリー生活を
より豊かなものにすることに活用し、役立てて
いただきたいのであります。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・茸と豆乳味噌スープ
・若鶏胸肉のココナッツパン粉焼き
バナナのフリッターとカレー風味のシュープ
レームソース
・フルーツ ・ブレッド ・コーヒー

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
４月第２例会のお知らせ
日 時：４月２４日（土）15:00～17:00（予定
内 容：「陽明ＲＡＣと合同クリーンハイク」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：大阪城周辺
登録料：無料
登録先：幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：４月１９日（月）

ロータリーの先駆者<
ロータリーの先駆者<日本編>
日本編>
きそじ）（1881
1881～
1946）
福島喜三次（ふくしま きそじ）（
1881
～1946
）
日本人第1号のロータリアン。そして、ロータリークラブを米山梅
吉に紹介し、彼とともに日本にロータリークラブを創設した人。佐賀
県の有田出身。
三井物産に勤め、1905年渡米、1915年にダラスＲＣに入会。1920年
帰国し東京ＲＣ創立会員になったものの、大阪転勤により1923年、大
阪ＲＣ創立会員ともなりました。この年に関東大震災が発生、彼はク
ラブ幹事として、世界の各クラブからの救援物資を東京へ輸送するな
ど、大活躍しました。
大変誠実な人として知られ、座右の銘は「利他即自利」。

ロータリーの先駆者<
ロータリーの先駆者<日本編>
日本編>
手島 知健（てしま ともたけ）（
ともたけ）（1885
1885～
1968）
1885
～1968
）
1952－ 54 年度ＲＩ 理事（日本人 で3人 目）。東 京ＲＣ 会員。1949
年、東京ＲＣが戦後国際ロータリーに復帰したときの、1949－51年度
第60区（当時は日本全土で1地区を形成）のガバナー。
あふれる国際性と洗練された物腰をもつ彼は、戦後、日本ロータ
リーが再出発したときの、大きなけん引役となりました。
かつて、ＲＩの日本語翻訳決定権は彼に委譲されており、「四つの
テスト（The Four-Way Test）」の翻訳をとりまとめ、定訳をつけた
ことでも知られています。

ロータリーの先駆者<
ロータリーの先駆者<日本編>
日本編>
きよし）（1895
1895～
1992）
東ヶ崎 潔（とうがさき きよし）（
1895
～1992
）
日本から出た初のＲＩ会長（1968－69年度）。会長時のテーマは
「参加し敢行しよう！（PARTICIPATE！）」。
1949年、東京ＲＣに入会。1957―58年度第355地区ガバナー、1963
―64年度ＲＩ理事。
米国サンフランシスコ生まれの彼は、戦後、ロータリーの先達者・
芝染太郎氏と同じく、Japan Times社長を務めました。国際基督教大
学の創立者の一人でもあります。
「ジョージ」という名で、世界中のロータリアンに親しまれまし
た。
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