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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

ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ ２４ ２００９ ＮＯ．２０３７
新世代のための 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

（2037回）
友と呼べるのは

３）卓 話 「もう一つの大和・吉野
～芭蕉の足跡を辿って～」
吉野 正史 会員
４）10
４）10月度定例理事会
10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、朝夕は別としまして、日中はここのところ
夏に戻った様な暑さが続いて居りますが、風邪
など引かれませんように、体調には充分お気を
つけ下さい。
先日9月5日（土）秋の家族会で京都の奥座敷貴
船に行ってまいりました。39名もの方にご参加頂
き誠にありがとうございました。当日は天候に
も恵まれ暑くもなく寒くもなく、川のせせらぎ
を聞きながら、美味しい料理とお酒を頂きなが
ら楽しいひと時を過ごさせて頂きました。お世
話下さいました親睦活動委員会の皆様に厚くお
礼申し上げます。また、会員の皆様におかれまし
ては、これからクリスマス家族会・春の家族会が
ございます。どうぞご家族ともども多数ご参加
くださいますようお願い申し上げます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①事務局のメールが故障で会員各位にご迷惑を
お掛けいたしましたが、月曜日より復旧して
おります。

次週（１０月１日）のお知らせ
１）例 会 （2038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）卓 話 米山月間記念卓話
「米山月間に因んで」
R.I.2660地区米山奨学委員会
田中 眞人様(大阪北ＲＣ)
米山奨学委員会
②「ロータリーの友」英語版のご案内を掲示し
ておりますので、掲示板をご覧ください。
③大阪城南ロータリークラブより創立40周年記
念誌が届いておりますので、事務局で保管し
ておきます。
④青少年交換派遣学生 駒谷瑞穂さんからの月
例報告を掲示しておりますので、掲示板をご
覧ください。
⑤本日10F「京都の間」におきまして13：40～より
「第2回クラブ活性化協議会」が開催されます
ので、関係各位よろしくお願いします。
⑥次々週例会終了後、
10月度定例理事会が10F
「京
都の間」にて開催されます。本日ご案内をお配
りしていますので、関係各位よろしくお願い
します。
⑦次週9月17日（木）は定款により休会させて頂
きます、なお、事務局は17・18日お休みさせて
いただきます。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願い致します。
保倉 賢造
結婚記念日自祝。すばらしいお花をありがとう
ございます。
森本 章裕
在籍11ヶ年自祝
川原 和彦

☆☆ 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

74名
47名(66名)
23名
19名

8ヶ年在籍・23回目の結婚記念日自祝

合計金

38,250円
38,250円

累計金

692,250円
692,250円

９月10日の出席率
71.21％
４週間前（8月20日）の
メークアップを含む出席率 90.77％
メークアップ実施会員
7名（欠席者13名)
識」が掲載されていました。よく知っていること
ばかりですが、ロータリーを再認識する為に是
非お読み下さい。そこには記載されていない話
を少しばかり………。
「お金の話」
ロータリーでは多額の上納金を払っていま
す。そのお金のたどり着く先がいくらになって
いるか、試算してみてください。私の所属する芦
屋ＲＣでは、年会費のなかには5万円の「上納金」
が含まれています。ＲＩ本部へは5千円、地区運
営・活動費は約2万円他です。ロータリーは、200
を超える国から約123万人のロータリアンが、５
３１の地区にまとめられています。
日本には34地
区、９万１千人です。それぞれ物凄い金額になっ
ていますが、それらはすべて個々のロータリア
ンのポケットからです。
「人の力」
地区運営に携わってはじめて、多くの方々の
ご奉仕による地区活動の実態を知り感動いたし
ました。2680地区では年間250回を越える大小委
員会・8回のセミナーの開催を目の当たりにしま
した。このような活動が世界の５３１の地区で
行われていることを想像いたしますと、ロータ
リーのスケールの大きさを思い知らされました。

梅本 知秀
R.I.のロータリー財団より、WCSのタイでの事業
承認おりました。鍬田副会長の努力に感謝しま
す。
浅川 正英
美味しいてんぷらを味わいつつ、楽しい会話で
有意義な時間を共有しました。
No.1テーブルの情報集会より
台北での国際奉仕団のご活躍祈念します。
川原 和彦
衣斐さんの初孫さんがテレビコマーシャルに登
場して居られました。 慶祝！
和田 守道
秋の家族会お世話になりました。 安田 義治
秋の家族会、山田委員長おせわになりました。
在本 茂
秋の家族会、楽しまさせていただきました。お
世話になりました。
大矢 平治
平成21
平成21年
10日
21年9月10日

）内は会員総数を基準とした値

☆☆ 先週（9
先週（9 月 10 日）の卓話 ☆☆
「ロータリークラブ雑感」
大阪音楽大学 元学長
R.I.2680地区 元代表幹事
永井 譲 様 (芦屋ＲＣ)
保倉 賢造会員紹介
ロータリーの理解を高めていただく為の参考
になれば、と私の偏見を披露いたします。
ロータリーの友8月号に「ロータリーの基礎知

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・スープ ペイザンヌ ・ビーフカツレツ、
バターヌードルとデミグラスソース
・ライス ・フルーツ ・コーヒー

友 と呼 べる のは

大阪天満橋 ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

大阪天満橋 ＲＣ
作曲 山 口 福 男

一、友 と呼 べる のは 信 じ合 って いるから

友 と呼 べる のは ねが いが同じだ から

一人 一人 の しごとは違 っても

平和 で暖 か い 世界を作 るために

ロータリークラブ

平和 で暖 か い 世界を作 るために

おお ロータリー

のぞ みが同じだ から

二、友 と呼 べる のは 許 し合 って いるから

友 と呼 べる のは

一人 一人 の 時間 は違 っても

奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために

ロータリークラブ

奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために

おお ロータリー

