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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

ＪＡＮＵＡＲＹ ２０ ２０１１ ＮＯ．２０９６
ロータリー理解 推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

（2096回）
ロータリー讃歌

３）卓 話 「ＮＰＣ大学問題研究所」

次週（１月２７日）のお知らせ
１）例 会

（2097回）

２）ソング

ふじの山

３）卓 話 「三象噺（さんぞうばなし）」
桂 三象 様

NPCｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ大学問題研究所所長 阿部 功 様

髙田 肇会員紹介

西井 幾雄会員紹介
４）第2
４）第2回被選理事会

４）2
４）2月度定例理事会

☆☆ １月度の結婚記念日 ☆☆
溝手 悟

岡本 健

高良 尚志
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。
本日は、ＲＩ２６６０地区ＩＭ第６組ご担当
の高島凱夫ガバナー補佐、そして佐藤俊一ガバ
ナー補佐エレクトにご来訪いただいておりま
す。後程、皆様にご挨拶を頂きますので宜しくお
願い申し上げます
１月度ロータリーの友で、レイ・クリンギンス
ミスＲＩ会長は、１月を“評価の時”と述べてお
られます。年度初めに、２０１０年―１１年度会
長賞プログラムが、すべての奉仕部門に関する
採点表として提示されております。そろそろこ
のチェックリストに基づき、奉仕活動、プログラ
ムの見直しを行い、下半期の活動目標としてゆ
かねばなりません。これに関連し、本日例会終了
後、クラブ協議会を開催いたします。
１時間の予定で御座いますので、会員の皆様
にも出来る限りお残り頂きまして、各部門の活
動報告と下半期活動計画をお聞きいただきた
く、宜しく御願いいたします。
昨日、大阪天満橋ロータアクトクラブの新年
例会が錦城閣で行われ、多数のロータリアンと

共に参加して参りました。ロータアクトクラブ
では、染井会長のリーダーシップの下、今年度も
若い力で奉仕活動に取り組んでくれることと期
待しております。
少し先のことですが、２月２７日日曜日に
“大阪市長居障害者スポーツセンター”におき
まして、“おもちゃ図書館フェスティバル”が開
催されます。ロータアクトクラブに当クラブも
協力して参加する予定です。後日、岡本社会奉仕
委員長よりインフォメーションがあると思いま
すが、会員有志の皆様のご参加を宜しくお願い
します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①次週例会終了後「2月度定例理事会」を開催い
たします。また、次々週1月27日例会終了後は
「第２回被選理事会」を開催いたしますので
本日ご案内をお配りしております。関係各位
宜しくお願いいたします。
②1月27日（木）「2011～12年度理事・役員 新年
懇親会」が開催されます。本日ご案内させて頂
いておりますので出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
③下半期の会費のご請求をさせていただいてお
りますのでよろしくお願いいたします。
④1月21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。

☆☆ 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

０名
３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

67名
47名(60名)
22名
13名

⑤本日、ロータリー財団100万ドルミールを実施
いたします。ご協力の程お願いいたします。
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。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

高島ガバナー補佐、佐藤ガバナー補佐エレクト
の御来訪を感謝致します。
中村 健輔
高島ガバナー補佐のご来訪を謹んでお迎え申し
上げますと共にやがてＲＩ２６６０地区ガバ
ナーとしてのお越しを今からお待ち申し上げて
おります。
重里 國麿
高島ガバナー補佐のご来訪、心から歓迎いたし
ます。
福原 哲晃
誕生日自祝
岸本 良一
誕生日自祝
土井 憲一
誕生日自祝
大矢 平治
誕生日自祝
鍬田 充生
誕生日自祝
高良 尚志
誕生日自祝
金田 五郎
誕生日自祝
西村 功
20ヵ年自祝
郡 悦清
在籍5年。ただただ感謝のみです。 岡本 健
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝。
山本 喬一
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝。
中島 康之
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝。
梅本 知秀
拙ない卓話にお付き合い下さい。 大矢 平治
7回目の年男を迎え、初例会で大阪天満宮の御
神酒をいただきました。感謝。
保倉 賢造
神酒、白酒を戴いて。
福井 興
健康自祝。
木村 忠夫
本日も沢山のニコニコ有難うございました。
ＳＡＡ一同
23年
23年1月13日
13日

合計金

）内は会員総数を基準とした値

1月13日の出席率
78.33％
４週間前（12月9日）の
メークアップを含む出席率 100%
メークアップ実施会員
0名（欠席者0名)

☆☆ 先週（1
先週（1 月 13 日）の卓話 ☆☆
「鳥居信平と八田與一に思う」
大矢 平治 会員
今年度は国際奉仕委員長を仰せつかっている
が、はなはだその役目を果たしていないのが現
状である。その様な中で、姉妹提携クラブの台北
陽明ロータリークラブの三十四周年記念式典に
参加したが、その折りに黄さんと親しく二人で
話す機会に恵まれた。黄さんは七十代後半の年
齢かと思われるが、日本の統治時代から終戦に
至る少年時代の記憶をさりげなく話され、又最
近の海外からの来訪者のことなど諸々の話しに
及んだ。それらは、私の心の琴線に触れるもので
あった。
昨近の台湾は、対日親近感の増大で一番好き
な国は日本と答える人達が多いと聞く。その根
拠は、五十年間の植民地時代へのバランスのと
れた評価であって、インフラ、農業用灌漑用水、
治安、衛生、教育面などでの評価が特に高い様で
ある。鳥居信平と八田與一は、農業灌漑用水のダ
ム建設で大きな足跡を残した人であり、李登輝
元総統も賛辞を惜しまず「この偉業を語り継ぐ
義務が我々にはある。」と云わしめている。
私共も先人達の大きな遺産に頼ることなくよ
り一層の友好関係を築いて行く礎になればと思
う次第である。

★クラブ協議会★
１月１３日例会終了後、クラブ協議会が開か
れ、各委員会より上期の活動報告と下期の計画
発表が行われました。

97,000円
97,000円

累計金 1,744,090円
1,744,090円

★ ガバナー補佐訪問★
1 月 13 日 の 例 会 に、高 島 ｶ ﾞ ﾊ ﾞ ﾅ ｰ 補 佐 と
佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄの訪問がありました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

高島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ

・スイス・バーリースープ
・ハンバーグステーキ、温泉卵添え、デミグラ
スソース
・バニラアイスクリーム 季節のフルーツ添え
・ライス ・コーヒー

