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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

ＭＡＹ ６ ２０１０ ＮＯ．２０６５
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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

☆☆ ５月度のお誕生日 ☆☆
6日 中島 康之
23日 二宮 秀造

10日 浅川 正英
30日 山田 雅浩

☆☆ ５月度の在籍表彰 ☆☆
38ヵ年 寺井 種伯
1ヵ年 中野 格

3ヵ年 宮下 佳昭

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
中村 健輔
山村 朋史

西村 功

大矢 平治
（以上敬称略）

＊＊ 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、造幣局の通り抜けも終わりましたが、
暖かかったり寒かったりと、不安定な天気が続
いております。どうぞお体には、充分お気を付け
ください。
いよいよＲＡＣの創立３０周年記念式典が
迫ってまいりました。２５日（日）にキャッスル
ホテル並びに錦城閣で開催されます。当日は大
谷ガバナーもご出席なさいます。まだ出欠のお
返事をされていない会員の方で、出席・登録して
頂ける方がいらっしゃいましたら、
本日中に事務
局までご連絡の程、よろしくお願いいたします。
本日は報告事項が1件ございます。
①ＲＩ日本事務局より土井憲一会員・藤井弁次

次週（５月１３日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2066回）
茶摘
雑感「責任のとれない話」
衣斐 孝雄 会員

会員・谷本圭二会員・寺井種伯会員にマルチプ
ル・ポール・ハリス・フェロー・ピンが届いて
おりますので、後程お渡しいたします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①５月１日からロータリーレートが1ドル＝92
円に変更になります。（現行1ドル＝90円）
②４月24日（土）に「2010～11年度のための地区
協議会」が大阪国際会議場で開催されます。出
席予定の方はよろしくお願いいたします。
③本日 ５・６月卓話予定表をお届けしています
ので、担当になられた方は３週間前までに
テーマ及び卓話者を事務局までお願いいたし
ます。
④川柳大会の投票用紙を本日お配りしておりま
す。
４月26日(月)までにご投票よろしくお願い
いたします。
⑤「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お願い
いたします。なお、本日中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。
⑥本日例会終了後10Ｆ「平安の間」にて５月度定
例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。
⑦４月23日（金）午後から「殺虫剤散布」のため
に事務局を閉めさせていただきますのでよろ
しくお願いいたします。
⑧次週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。

☆☆ 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
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

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

72名
54名(66名)
23名
12名

）内は会員総数を基準とした値

４月22日の出席率
81.82％
４週間前（４月１日）の
メークアップを含む出席率 85.71％
メークアップ実施会員
6名（欠席者15名)

敬称を略す

マルチプル・ポール・ハリス賞をお受けして
藤井 弁次
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン
を頂いて自祝
土井 憲一
本日のタイＷＣＳ報告で衣斐副委員長、鍬田副
会長に大変ご苦労をお掛けしました。感謝！
浅川 正英
５月６日川柳大会へ多数のご投稿頂きありがと
うございました。
浅川 正英・川原 和彦
ホームクラブ連続欠席のお詫び
西浦 司
平成22
平成22年
22年4月22日
22日

合計金

22,000円
22,000円

累計金 2,630,000円
2,630,000円

☆☆ 先週（4
先週（4 月 22 日）の卓話 ☆☆
タイ国白内障手術支援プロジェクトの報告
国際奉仕委員会
国際奉仕委員会では、当クラブ初めてのマッ
チンググラント(ＭＧ)として、タイＲＩ 3350地
区と共同で国際社会奉仕(ＷＣＳ)事業「白内障
手術支援プロジェクト」を立ち上げ、１月28日
(木)～２月３日(水)には、郡会長を始め総勢14
名の会員が3350地区を訪問しましたので、ここ
にご報告致します。
このプロジェクトは、2660地区へのＤＤＦの
申請とロータリー財団(ＴＲＦ)へのＭＧの申請
により、総額1,000,000THBのＭＧ(MG No. #71285)
として成立し、貧困農民ら1,000人の視力を回復
させるものです。
１月28日の例会終了後タイへ出発し、深夜の
空港で3350地区ガバナーなど多数のロータリア
ンの歓迎を受け、１月29日の3350地区主催の歓
迎夕食会(総勢約30名)では、さらに多数のロー
タリアンと交流を深めました。

１月31日には、バンコクから約170kmのロプブ
リでの歓迎昼食会、路面電車改造バスによる市
内循環、日本語を勉強中の高校生による古代王
宮遺跡への案内、タイ古式マッサージ店への案
内など、温かいもてなしを受けました。ロプブ
リＲＣ主催の歓迎夕食会(総勢約60名)には全員
が民族衣装に着替えて参加し、可愛い女の子の
民族舞踊を鑑賞し、うち解けた雰囲気の中で楽
しい交流の時間を過ごせました。

２月１日は「絆」ネクタイを締めていざ本番の
サラブリ県フラフットバット総合病院へ。病院
の会場では、サラブリ県副知事、地区ガバナー、
3350地区役員、3350地区の25ＲＣ、多数のロー
タリアン、病院関係者、地域関係者など100名を
越える出席者を迎え、報道陣の取材の下、郡会
長から寄贈金目録及び記念品を贈呈し、贈呈式
を無事に終え、特別に病院の手術室などを視察
できました。贈呈式の模様は地元メディアで大
きく報道されました。バンコクへの帰路の途中、
サラブリＲＣ主催の昼食会に招待され、ホッと
した一時を過ごしました。

バンコクでの返礼夕食会(総勢約40名)には、
大交通渋滞により１時間以上も遅れて到着しま
したが、地区ガバナーを始め多数のロータリア
ンに温かく迎えられ、本プロジェクト及び3350
地区の関係者の方々に御礼と感謝の意を伝えま
した。
２月２日は、各人思い思いに静養に努め、夕
食会の後、空港へ向かいましたが、この空港で
も、地区ガバナーを始め多数のロータリアンの
見送りを受け、２月３日の早朝、関西空港に無
事に到着しました。
（次ページに続く）

今回のタイ訪問では3350地区挙げての歓迎を
受け、地区ガバナー、地区財団委員長、地区財
団コーディネータ、地区本プロジェクト委員長
始め多くのロータリアンが連日遠路から各行事
に出席され、ＷＣＳ事業に対する期待の大きさ
を実感しました。3350地区ガバナー及び役員、
並びに会員諸兄に深く感謝申し上げます。

ＧＳＥチームは、巫女さんの水で手を清め、
本殿での正式参拝、神楽と舞の鑑賞、及び巫女
さんによる鈴のお祓いを受けた後、雅楽の楽器
とその由来並びに空間に占める楽器の意味など
の説明を受けて雅楽を鑑賞し、天神祭の説明な
どを受け、日本文化の奥深さを味わって頂いた
ものと思います。
当日は前撮りの白無垢姿のカップルに写真を
向け、創建約1060年であるとの説明に感激し、
「ワンダフル」の言葉が飛び交い、歴史の浅い
米国とは異なる貴重な日本文化を経験して頂い
たものと思います。
貴重なお時間を割いて説明して頂きました寺
井宮司を始め、大阪天満宮の皆様方には多大な
ご協力を賜りました。また、寺村会員には、神
道に関する難しい説明を分かり易く通訳して頂
きました。深く感謝申し上げます。

米国テキサス州ＧＳＥチーム 文化研修
国際奉仕委員会

４月15日（木）午前中、ＲＩ 5870地区（米国
テキサス州）から、クリス・ミーリー氏をチー
ムリーダーとするＧＳＥ（研究グループ交換）
チーム５名（体調不良により１名欠席）を迎え、
郡会長、鍬田副会長、梅本幹事、浅川国際奉仕
委員長及び寺村国際奉仕委員とともに大阪天満
宮を案内し、当クラブ担当の文化研修を行いま
した。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
５月第１例会のお知らせ
日 時：５月１２日（水）19:15～20:45
内 容：「新旧理事役員引継式」
（担当：理事会）
場 所： 錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先： 幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：５月１０日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ニューイングランドクラムチャウダー
・ポークカツレツ(豚カツ)、バーベキューソース、
バジルトマトサルサとルッコラ添え
・フルーツ
・ライス
・コーヒー

奉 仕 のののの理想

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

つど

な りわ い

奉 仕 の理 想 に集 いし友 よ

みく に

御 国 に捧 げ ん 我 等 の生 業

くおん

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和

め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

とわ

永 久 に栄 え よ

我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

