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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

ＡＰＲＩＬ ２２ ２０１０ ＮＯ．２０６４
ロ ー タ リ ー 雑 誌 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2064回）
２）ソング
荒城の月
３）卓 話 「タイ国白内障手術
支援プロジェクトの報告」
国際奉仕委員長 浅川 正英
４）5
４）5月度定例理事会

＊＊ 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下さい。
会員の皆様多数のご出席ありがとうございま
す。さて、桜の花も先日の雨でほぼ散ってしまい
ましたが、
昨日14日から造幣局の通り抜けが始ま
りました。今年は暖かくなるのが遅かったせい
か、いつもの年より長く桜を楽しめたように思
います。本日は３月に卒業された鄭 英海さんに
替わって、中国からの新しい米山奨学生李
蒙さんが来ておられます。鄭さん同様会員の皆
様どうぞよろしくお願いいたします。
また、本日朝からは、米国テキサスから来てお
られるＧＳＥのメンバー５名を、寺井宮司のご
好意により、大阪天満宮に案内してまいりまし
た。お神楽を見せていただいたり、天神祭の模様
を説明していただいたりで、メンバーの方々大
変喜んでいらっしゃいました。通訳をして頂き
ました寺村会員どうもありがとうございまし
た。メンバーの方々は、午後からの担当でありま
す大淀ＲＣの方へ、先程お送りしてまいりました。
中之島ＲＣよりＩＭのお礼状が届いておりま
す。また当日の記事が毎日新聞に掲載されまし
た。京阪電気鉄道㈱より「中之島線整備事業誌・
記録映像」が届いております。

次々週（５月６日）のお知らせ
１）例 会 （2065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）川柳大会表彰式

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①川柳大会投稿の締め切りが本日になっており
ます。本日中に事務局までお願いいたします。
②「新年度ロースターの原稿」提出の締め切り
が過ぎておりますので、訂正のない場合もOK
とご記入のうえ至急事務局までご提出をお願
いいたします。なお、４月22日までにご提出の
ない場合は、お配りしております原稿で掲載
させていただきます。
③本日例会終了後10Ｆ「平安の間」にて第５回被
選理事会が開催されます。関係各位よろしく
お願いいたします。
④次週例会終了後、５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。
⑤次々週４月29日（昭和の日）は定款により休会
とさせていただきます。
⑥本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願い致します。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

無事金婚式を迎えることになりました。
井戸 幹雄
３５回目の結婚記念日に郡会長よりお花を贈っ
て頂き有難うございます。
中村 健輔
結婚記念日自祝
寺内 清視
結婚記念日自祝
大矢 平治
在籍１６年自祝
福原 哲晃

☆☆ 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

72名
52名(63名)
23名
11名

米山奨学生李蒙さんをよろしくお願いします。
新米カウンセラーですが、頑張ります。
福原 哲晃
川柳大会よろしくお願いします。 浅川 正英
本日卓話よろしくお願い。
小寺 一矢
平成22
平成22年
22年4月15日
15日

合計金

48,000円
48,000円

）内は会員総数を基準とした値

4月15日の出席率
82.54％
４週間前（3月25日）の
メークアップを含む出席率 87.50％
メークアップ実施会員
5名（欠席者13名)
骨収集をされている団体への寄進・残りはすべ
て兄の眠る靖国神社に寄進するという見事なも
のです。亡くなる一ヶ月前、病室で彼女は、「舞
鶴に行きたい。皆と会いたい」と号泣しました。
その訳はお話したとおりです。

☆☆

米山奨学生の紹介 ☆☆

累計金 2,608,000円
2,608,000円

☆☆ 先週（4
先週（4 月 15 日）の卓話 ☆☆

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２２日（木）
『
荒城 の月』
土井晩翠作 詞
滝廉太郎作曲

春高楼 （
こう ろう） の花 の宴
巡 る盃 （
さ かづき）影さ して
千代 の松が枝 分け出 でし
昔 の光 今 いず こ

秋陣営 の霜 の色
鳴 き ゆく雁 （
かり） の数 見せ て
植う る剣 （つるぎ） に照 り沿 いし
昔 の光今 いず こ

・パンプキンクリームスープ
・ロールキャベツ、茸たっぷりのトマトブ
イヨンと共に
・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

今荒城 の夜半 （
よわ） の月
変わら ぬ光誰 （
た） がためぞ
垣に残 るはただ葛 （
かずら）
松 に歌う （
う とう） はただ嵐

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

氏名：李 蒙（リ・モウ）
出身：中国広東省
在籍：大阪慈慶学園ハイテクノロジー専門学校
留学の目的：日本で先進医療技術を学び中国の
医療の発展に尽くしたい。臨床工学技士
国家資格を目指している。

天上影 は変わらねど
栄枯 （
え いこ） は移 る世 の姿
映さ んと てか今 も尚
ああ荒 城 の夜 半 の月

「最近とりくんでいる楽しいこと二題」
小寺 一矢
一つは、中学時代の仲間と東大寺の四季の映
像制作にとりくんでいます。３年前、卒業５０年
ということで、８０名の卒業生のうち５５名が
東大寺本坊で同窓会を開きました。そこで面白
い出合いが披露されました。「男たちの大和」を
撮影したカメラマンと、その撮影に使われた最
新のデジタルカメラを製作したパナソニックの
責任者が、作品完成までお互いに同窓生という
ことに気付かなかったという話です。そこから
話題が盛り上がり、その組み合わせで、俺達の原
点ともいえる二月堂のお水取りを撮れないか、
出席されていた狭川宗玄長老に無理な申入を
し、以来１年の準備期間を経て、資金が３０００
万円になった段階で撮影をスタートし、今秋に
は四季をすべて撮りおえて、来春には完成する
予定です。
二題目は、今年１月に８７才で亡くなった看
護婦さんの遺言執行にからまる話です。彼女は、
戦争中に日赤の看護婦になり、一生独身で子供
もいません。１才上の兄は昭和２０年６月、沖縄
で戦死されました。３０年前から、毎年２月に単
身で沖縄へ行き、戦跡で遺骨収集をしてこられ
ました。最後に沖縄に行かれたのは２年前の２
月でした。その直前に遺言作成を頼まれました
が、その中身は、ゆかりのあるお寺への寄進・遺

