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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

ＪＵＮＥ ２４ ２０１０ ＮＯ．２０７１
ロータリー親睦 活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2071回）
２）ソング
明日があるさ
３）卓 話 「会長挨拶」
郡 悦清会長
４）7
４）7月度定例理事会（新旧合同）

＊＊ 会 長 挨 拶 ＊＊

「この1年に感謝して」
会長 郡 悦清
今年度を終えるにあたり、会員の皆様方より
多大なるご指導ならびにご協力を賜りましたこ
とに心より御礼申し上げます。また、浅学非才の
私のような者が、突然の再登板にも拘わらず、私
を支えて頂きました理事・役員の皆様、特に鍬田
副会長と梅本幹事、そして先輩会員の方々に対
しまして重ねて感謝申し上げます。
本年度ＲＩ会長のジョン・ケニー会長がテー
マとして掲げられた
「The Future of Rotary is
in your Hands 」
（ロータリーの未来はあなたの
手の中に）の下に、第2660地区大谷ガバナー並び
にＩＭ第６組重里ガバナー補佐のご指導を仰ぎ
つつ、「絆」を基調として、歴代諸先輩からの伝
統を維持継続しつつ、未来に向けてクラブの活
性化を計り、充実した活力あるクラブ運営に努
めてまいりました。

次週（７月１日）のお知らせ
１）例 会 （2072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）タイミッションを歓迎して
５）
「会 ・ 会 ・幹 ・
健

会

」
ほか

理事会に於きましては、当初ぎこちなくス
タート致しましたが、最終的には個々の委員会
を越えた活発な意見交換が行われ、まとまりの
ある委員会活動をすることが出来たのではない
かと思って居ります。
各委員会とも、当クラブの伝統を守りつつも、
新しい時代に即応した未来に繋げる活動を行っ
て頂きましたこと本当に感謝致します。なかで
も、
初めてタイ国の25ロータリークラブと共同で
ＷＣＳ事業「白内障手術プロジェクト」を多数の
会員の方にご協力頂き成功させることが出来ま
した。さらにこの事業を次年度も継続して頂け
るとの事、大変嬉しく感謝申し上げます。また、
ローターアクトクラブの30周年記念式典も無事
成功裡に終えることが出来ました。そしてロー
ターアクトクラブ最優秀クラブに輝きましたこ
とは、ローターアクトのメンバーはもとより、ご
指導頂きました青少年奉仕委員会・ローターア
クト委員会とご協力頂きました会員の皆様のお
蔭と感謝申し上げます。
一年を振り返って思い起こされることはまだ
まだ沢山ありますが、今、会長という職責を終え
るに際しまして、私自信その責務を充分に果た
せたかどうか、自問自答しているところです。な
かでも、理由はともあれ７名もの仲間を失って
しまったことです。
年度当初会員数74名でスター
トし、期中７名の減、１名増員の68名で次年度に

☆☆ 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

１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

71名
55名(64名)
23名
9名

引き継ぐことになりましたことは、誠に申し訳
なく、私の不徳の致すところと、深く反省致して
居ります。その他至らぬところ多々あったかと
存じますが、皆様の友情でお許し頂ければと
思って居ります。
改めて会員皆様並びに事務局の方々に深く感
謝申し上げる次第です。本当にありがとうござ
いました。感謝・感謝

＊＊ 幹 事 挨 拶 ＊＊
「ご協力本当にありがとうございました。」
幹事 梅本 知秀
あと数日後で、２００７年秋に始まりました
幹事ノミニーから、約２年半の長い航海を終え
ることができそうです。様々な出来事が沢山あ
りましたが、特にこの一年間は、郡会長のテーマ
である、『絆』の下、皆様のご協力無しでは乗り
越える事ができなかったのではないかと顧みる
毎日です。私の人生の中でも貴重な経験をたく
さんさせていただきました。心より、皆様のご協
力に対して、深く深く感謝いたします。本当にあ
りがとうございました。

＊＊ 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。本日は、重里ガバナー補佐のお計らいで、若
林パストガバナーに卓話をお願い致して居りま
す。若林様どうぞよろしくお願い致します。
また、本日は、例会終了後本年度最後の新旧合
同のクラブ協議会を開催致します。本年度一年
間の活動報告並びに引き継ぎの方、よろしくお
願い致します。さて、今期も残すところ24日の最
終例会のみとなりましたが、30日には、今期行い
ましたＷＣＳ事業であります「白内障手術プロ
ジェクト」のパートナーでありますタイ国の
ロータリークラブより８名の方々が来日されま
す。最後まで気を引き締めてまいりたいと存じ
ます。また、今週11日からは、サッカーのワール
ドカップが開催されます。我が岡田ジャパンを
応援してまいりたい思って居りますが、同時に、
７月１日より始まります中村大阪天満橋ロータ
リークラブを応援し続けてまいりたいと思って
おります。

）内は会員総数を基準とした値

6月10日の出席率
85.94％
４週間前（5月20日）の
メークアップを含む出席率 85.00％
メークアップ実施会員
4名（欠席者13名)

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「タイ国ミッション歓迎夕食会」のご案内を
お配りしております。出欠のご返事を６月24
日(木)までに事務局までお願いいたします。
②本年度委員長におかれましては、お配りして
おります年次報告書の原稿をご確認のうえ、
加筆・訂正がございましたら本日中に事務局
までご連絡をお願いいたします。
③「新旧理事・役員・委員長懇親会」のご返事を
事務局までお願いいたします。
④青少年交換来日学生 アビのフェアウエル
パーティーの出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。
⑤６月24日例会終了後「７月度定例理事会（新旧
合同）」を開催いたします。本日ご案内をさせ
ていただいております。
⑥本日13：30～当例会場において「クラブ協議
会」を開催いたします。お時間の許されます会
員各位の多数のご参加をお願いいたします。
⑦次週６月17日(木)は定款により休会になりま
す。なお、事務局も休みになります。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

大阪天満橋ＲＣのますますのご活躍をお祈り申
し上げます
RI第2660地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ若林紀男
結婚記念日自祝
二宮 秀造
結婚記念日自祝
中島 豊彦
結婚記念日自祝
西浦 司
在籍23年自祝
貝塚 讓
７ヵ年、在籍自祝
目幸 文範
在籍７ヵ年自祝
中島 康之
６ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
鍬田 充生
何やかんやの自祝として、ご迷惑をおかけしま
した。
小寺 一矢
目幸さん、よかったですね！
髙松 貞彦
連続欠席のおわび
西浦 司
平成22年5月11日「特選健康管理弁当」２タイプを
発売し、今回、関西テレビ「あっぷ＆ＵＰ」で取
り上げられ、
紹介していただきました。
6月4日5分
ほど出していただきました。放送終了後から昨
日まで74件925食のご注文をいただきました。
「透
析患者予備軍シュガーハーフ」平均250ｋcal、
「糖
尿病患者予備軍ノンシュガー」平均187kcal、どち
らもダイエットにも効果があります。（私2ヶ月
で、4.6ｋｇやせました。）
山田 雅浩
平成22
平成22年
10日
22年6月10日

合計金
75,000円
75,000円
累計金 3,025,000
3,025,000円
円

☆☆ 先週（6
先週（6月10日）の卓話
10日）の卓話 ☆☆
「ガバナーを出すことの意味」
RI第
RI第2660地区パストガバナー
2660地区パストガバナー 若林紀男様
本日のテーマに入る
前段として、ＤＬＰ、Ｃ
ＬＰについてお話しさ
せて頂きます。ＲＩ（国
際ロータリー）は、ここ
10年間、ＤＬＰ（地区
リーダーシッププラ
ン）、ＣＬＰ（クラブ
リーダーシッププラン）の導入を奨励して来まし
た。その目的は、ロータリーの拡大と強固な基盤
作りにあります。拡大は申すまでもなく、ロータ
リーを世界の角々まで拡めることに依って、世界
平和の実現がなされ、その推進者たるロータリア
ンの増強が計られることを意味し、基盤となる組
織を強固なものにする為には、リーダー達の育
成、更には活躍が重要であり、そのリーダー達の
絶対量を増やすことが急務と考えられ、プラン導
入が進められて来ました。
「ＤＬＰ」は，地区内クラブの活性化を支援す
る為、クラブが地区に求めるニーズに適確かつ効
率良く応じられる組織体制への見直しと、リー
ダーの発掘・登用を奨励しております。特にガバ
ナー補佐の導入は，単にガバナーを手助けする為
の役割だけでなく、各クラブを直接支援するリー
ダー役としての大きな目的があります。又、地区
組織の委員長始め委員のロータリアンには、次代
を担うリーダーとしての期待も大きく、クラブに
戻ってクラブ活性化のＫｅｙとなることが望ま
れています。
「ＣＬＰ」は，各クラブが夫々の特徴（歴史・
会員数・目標等）を生かし、それに見合った組
織体制に改革することにより、クラブの活性化
を計ることを１つの目的としており、今ひとつ
の目的は、クラブに於いても中長期的視野に基
づいて、リーダーの育成、登用、活躍を求めて
おります。
以上、ＲＩの目指す目的達成の為に、ＤＬＰ、
ＣＬＰが導入された意味を説明致しました。
さて、本日の本題に移りますが、なぜ前段でこ
の様な話しを致したかといいますと、地区とクラ
ブの活性化は、ガバナーひとりのリーダーシップ
でなされるものではなく、多くのリーダーの協力
が必要であり、特に所属クラブのロータリアンの
サポートが不可欠であることをご理解頂きた
かったからであります。
ガバナーを輩出することの出来るクラブは、
優秀なリーダーロータリアンが数多く在籍して
おり、クラブとして柱となる奉仕プログラムを

持っている、又、それなりの歴史と会員数を保持
しているといわれております。
天満橋ＲＣは、これらの条件を備えた有力な
クラブといえます。
本日の卓話『ガバナーを出すことの意味』は、
貴クラブがガバナーを出すことに真剣に取り組
んで頂き、
近い将来実現される事を願って居りま
す。
その実現の為の一助となればと卓話をお引き
受けし、参上致しました次第であります。
ガバナーを出すクラブのメリット
ガバナーを出す為には、クラブ全体がその輩
出の意義を共有しなければなりません。
（１）クラブだけのロータリー活動や会員交
流には限界があります。せめて、地区内のクラブ
との情報交換や共同プログラムの開発、そして、
一人でも多くのロータリアンとの知己を得る、こ
のことを実現する近道はガバナーを出す事に
よって可能となります。
（２）地区行事（地区協議会・地区大会）のホ
ストクラブとして見事成し遂げることに依って
得た、計り知れない数多くのＫｎｏｗ－Ｈｏｗは
必ずクラブの活性化に役立ちます。
（３）地区幹事団、地区委員会への出向により
幅広い人脈作り、地区組織、ロータリー知識の習
得は必ず自クラブのクラブ運営、活動に大きなヒ
ントとなり、クラブ活性化に寄与します。
歴史、伝統あるクラブ、それなりの規模のクラ
ブは、往々にして現状維持に流れ、変化を求める
ことに躊躇され勝ちであります。確かに会員数
の多いクラブは、意思統一を計るにしても、それ
なりの手順と時間がかかり、現状維持がＢｅｔ
ｔｅｒとされるのかもしれません。
私の所属する大阪東ＲＣは５０有余年の歴史
と100人を超える会員数でありますが、新しい事
や今迄と違った考え方には結構関心を持って検
討することをいとわない風潮があります。
これは
きっと、関西気質の“いっぺんやってみなはれ”
の精神が息づいているからかも知れません。
やっ
てみて駄目ならやめたらええ、
もう少し手を加え
て上手く行くなら手を加えてみよう・・・。少々
無責任に見えますが、
これが結構、
会員の連帯感、
クラブ活性化に役立っています。
どうぞ、貴クラブの皆様には“いっぺん「ガバ
ナーを出す」ことを考えてみましょうか”と挑戦
して下さることをお願い致します。
そして、
私で役
立つ事がありましたら、何なりとご指示ください。
ポールハリスは言いました。
「ロータリーは時代
代の変化と共に変わっていかなければならない。」
本日は有難うございました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第１例会のお知らせ

＊＊2009
＊＊2009～
2009～10年度
10年度 年間皆出席表彰＊＊
この１年間(対象は前年度６月25日例会から
今年６月10日例会まで)の例会出席優秀会員は以
下の皆様です。（敬称略）

日 時：７月７日（水）19:15～20:45
内 容：「所信表明」
（担当：理事会）
場 所：錦城閣
登録料：RC 8,000円
登録先：2009-2010幹事 安原 亜也子
2010-2011幹事 山西 健介
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：７月４日（日）

年間出席優秀新人賞
中野 格
ホームクラブ１年間皆出席
福井
鍬田
大矢
山村

興
充生
平治
朋史

木村
岡本
梅本
安田

忠夫
健
知秀
義治

郡 悦清
奥 崇
山本 喬一

編集後記

メイクアップを含む１年間皆出席
在本
重里
南川
中島
坂本
谷本
山田

茂
國麿
和茂
豊彦
一民
圭二
雅浩

浅川
小寺
三谷
中村
高良
寺内
吉野

正英
一矢
滋伸
健輔
尚志
清視
正史

この一年間のご愛読有難うございました。
毎例会ごとに玉稿をお寄せ下さいました郡会
長、梅本幹事、そしてそれを支え続けて来て下
さった事務局の方々、本当にご苦労様でござい
ました。また、折に触れて事業活動についての報
告文や写真ををお送りくださいました担当の
方々、卓話に際し、わざわざ会報用の原稿をお作
り下さった皆様方、この会報は、そうした方々の
尊いご努力の結晶として成り立っています。
私たち広報委員会担当者一同も全員参加で頑
張りましたが、紙面の内容等につきましては、省
察・改善すべき点が多々あるものと思われます。
これらの点につきましては、会員皆様方のご批
判をお待ちするとともに、次年度以降の、新しい
面々によるご活躍に期待することとさせていた
だきます。
（広報委員会）

石田 道夫
松宮 清隆
中川 政照
成松 正和
髙田 肇
徳岡昭七郎

＊＊ クラブ協議会 ＊＊
６月10日の例会終了後新旧合同のクラブ
協議会が開催され、本年度の委員長からの
活動報告と新旧委員長間の引継ぎが行われ
ました。
ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
３/４ 残
高 4,364円
６/10 受
入
100円
現 在 高 4,464円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
立 食 料 理

明日があるさ

青島幸男 作詞

中村 八大 作曲

一 何時も の駅 で い つも逢 う

セーラー服 のお下げ髪

もうく る頃もうくる頃

今 日も待ちぼ うけ

明 日があ る明 日があ る

明 日があ るさ

二 ぬれ てるあ の娘 コウ モリ へ

さ そ ってあげ よと待 って いる

声 かけよう声 かけよう

だま って見 てる僕

明 日があ る明 日があ る

明 日があ るさ

三 今 日こそはと待ちうけ て

う しろ姿 を つけ て行く

あ の角 ま であ の角ま で

今 日はもう ヤメた

明 日があ る明 日があ る

明 日があ るさ

六 明 日があ る明 日があ る

若 い僕 には夢があ る

い つかき っと い つかき っと

わ か ってくれ るだ ろ

明 日があ る明 日があ る

明 日があ るさ

