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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
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ロータリー財団 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

次週（１１月２５日）のお知らせ
１）例 会

（2089回）
ロータリー讃歌

３）卓 話 「私の板前修業」
岡本 健 会員

２）ソング

（2090回）
バラが咲いた

３）卓 話 ～やっぱり年金の話～
「遺族年金・年金の離婚分割」
中島 康之 会員
４）年次総会 次年度理事・役員選挙
５）12
５）12月度定例理事会
12月度定例理事会

☆☆ １１月度の結婚記念日 ☆☆
勝見
浅川
橋本
保倉

哲朗
正英
守之
賢造

西井 幾雄
木村 忠夫
福原 哲晃

川原 和彦
福井 興
中川 政照
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様、こんにちは。
本日は、大阪天満橋ロータリークラブ４３周
年の記念卓話を、坂本パスト会長に御願いして
おります。周年という区切りにあたり、当クラブ
の歴史、諸先輩の思いというものを存分に聞か
せて頂き「原点回帰」を考え直すきっかけを頂け
ればと思っております。坂本パスト会長、後程宜
しくお願いいたします。
先週、１１／４（木）夜にＩＭ６組の第３回会
長、幹事会（睦輪会）が高島ガバナー補佐主催に
て開かれました。ＩＭ６組には１１クラブが所
属しております。各クラブの会長様も任期４ケ
月が過ぎそれぞれのクラブで独自の奉仕活動を
順調に実行しておられるという報告が相次ぎま
した。当クラブの活動状況も報告してまいりま
したが、やはり共通の問題点は「退会防止」、
「会

員増強」という事であります。当クラブにおきま
しても年度後半期に向けまして会員増強を最重
点テーマとして取り組んでゆかなければいけな
いとの思いを強く致しました。
次に、１１／８（月）に大阪市長居障害者ス
ポーツセンターを、山本副会長、山村幹事、岡本
社会奉仕委員長、西村社会奉仕委員と共に訪問
し、子供達の為の「ボールプール」と遊具一式を
小林館長さんに寄贈して参りました。この長居
障害者スポーツセンターは、１９７４年に大阪
市により日本で始めて作られた、障害のある人
のための専用の設備であります。障害のある人
がスポーツを通じて自信と勇気を養い、社会参
加の機会を増やす事を目的として作られた素晴
らしいセンターであります。尚、この社会奉仕事
業につきましては、ロータリー財団のＤＳＧ（地
区補助金）も活用することが出来ました。又、梅
本会員にもご協力を頂き有難う御座いました。
この長居障害者スポーツセンターでは、ロー
タアクトの諸君が奉仕活動を行っておりますお
もちゃ図書館の総合フェスティバルが来年２／
２７（日）に開催される予定になっております。
当日には当クラブとしましても、クリーンハ
イク同様ロータアクトクラブの応援という形で

☆☆ 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

２名
０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

68名
48名(59名)
23名
11名

多数参加したいと考えております。会員の皆様
のご協力を御願い致します。
最後になりましたが、現在休会しておられま
す堪木会員より在籍１５ケ年の記念品のお礼の
電話を事務局に頂きました。会員の皆様にも宜
しくお伝え下さい、とのことでございました。
１１月２５日例会終了後の年次総会におきま
して次年度理事・役員選挙を行います。なお本日
までに候補者のご推薦がございませんでしたの
で、先に指名委員会から推薦されました次々年
度会長候補者：川原和彦会員、次年度の副会長
候補者：浅井顯一会員、幹事候補者：中島豊彦
会員、会計候補者：寺内清視会員、理事候補者：
石田道夫会員・高良尚志会員・山田雅浩会員・目
幸文範会員・中島康之会員の選任のご審議を当
日お願い致します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①本日、青少年交換派遣学生 山村芹菜さんの
報告書をお配りしております。
②「クリスマス家族会」の出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
③№3・4・5・7テーブル情報集会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
④本日№1・2・6・8テーブル情報集会をヒルトン
大阪10F「平安の間」にて開催いたします。ご
出席の方は宜しくお願いいたします。

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

祝、創立43周年。本日、記念卓話をつとめます
のでよろしくお願いいたします。今日の情報集
会に出席できなくて申し訳ありません。
坂本 一民
誕生日自祝。例会欠席お詫び。
川原 和彦
中村会長 結婚記念日に素敵なお花をありがと
うございました。
川原 和彦
山村幹事、昨夜は美味しいビールをありがとう
ございました。
川原 和彦
早退お詫び。
福原 哲晃
本日もニコニコのご協力有難うございます。
ＳＡＡ一同
平成22
平成22年
22年11月
11月11日
11日

合計金

29,000円
29,000円

累計金 1,256,090円
1,256,090円

）内は会員総数を基準とした値

11月11日の出席率
81.36％
４週間前（10月21日）の
メークアップを含む出席率 96.77％
メークアップ実施会員
7名（欠席者9名)

☆☆ 先週（11
先週（11 月 11 日）の卓話 ☆☆
創 立 ４３周 年 記 念 卓 話
「クラブの歩みと私の思い」
坂本 一民会員
私は入会して３３年半になります。入会順で
は4番目、年齢順は９番目です。創立１０年目の
時に入会いたしました。きりっと引き締まった
規律正しい、行き届いたクラブで、質実堅実その
ものでした。
これは初代長岡会長の影響が大きかったので
はないかと思います。長岡会長は特に時間に厳
しく、
閉会が2～3分でも遅れると決然と退席され
ました。15周年記念事業として大手前ＲＣを創
設。また大阪府立青少年野外活動センターと大
阪市青少年活動協会への支援、‘80年5月には大
阪天満橋ＲＡＣの設立などを行い、教育に熱心
な青少年育成のクラブとして認知されたのでし
た。‘87年4月には例会場を松坂屋からヒルトン
へ、例会日を（土）から（木）に激論の末、移動
することになりました。
25周年記念チャリティー
コンサート（於 フェスティバルホール）、創立
30周年記念式典、‘02年11月創立35周年のとき財
政再建のため事務局を大阪マルビルへ移転、
‘07
年12月に創立40周年記念式典、‘08年12月には
2,000回記念例会など思い出のつきないものがあ
ります。輝かしいものでした。
（創立、10,20,30,40周年記念誌、35周年記念ビ
デオご参照）
ここで皆さん、ロータリーについてお話しま
しょう。ロータリアンとして、まず、誇り、義務、
努力があります。私は先人のいわれている感謝、
尊敬、謙虚を大切にしています。日本人初のロー
タリアン福島 喜三次氏の「利他即自利」、大丸
の始祖下村 彦右衛門様の「先義後利」（商いは
自分のためではなく人々の役に立つためのも
の）など意味深いものがあります。
今後ロータリーが栄えるか、このまま衰微し
ていくかはわれわれ現会員の双肩にかかってい
ます。颯爽としていきましょう。皆さん、ロータ
リーをますます好きになって下さい。又そうな
る環境づくりをしましょう。ロータリーを有意
義なものにするかどうかはわれわれの責任です。
では皆さんのご健勝と、さらなるロータリー
の栄光を祈って終わります。

☆☆ 大阪市長居障害者スポーツセンターへ
児童用遊具を寄贈する事業 ☆☆
このたび当クラブの社会奉仕事業の一環とし
て、社会福祉法人「大阪市障害者福祉・スポーツ
協会」が管理する、「大阪市長居障害者スポーツ
センター」へ、児童用の遊具である「ボールプー
ル」及びその付属品等一式を寄贈することとな
り、１１月８日現地でその贈呈式が行われまし
た。
同センターは、障害者手帳を持っている方及
びその付添の方、並びに同行の健常者が利用で
きる、身心の障害者のための大規模なスポーツ
施設です。大人であれ、子どもであれ、障害を持
つ人々が、各種のスポーツや体を動かしての遊
びを楽しめるよう、行き届いた配慮の下に運営
されています。今回の事業は、同スポーツセン
ターを訪れる障害児たちに大きな喜びを与える
ものであり、欣喜雀躍としたその姿が目に浮か
びます。大阪市内に２０か所もある障害児のた
めのボランティア奉仕活動である「おもちゃ図
書館」が、合同してフェスティバルを開くに際し
ても、大変役立つものと期待されます。
贈呈式に際しては、中村会長が先方の小林館
長に目録を贈り、同館長から感謝状を頂戴いた
しました（参加者；中村会長・山本副会長・山村
幹事・岡本委員長・西村委員）。なお、寄贈した
遊具の購入価格は３０万円で、そのうちの半額
は地区補助金（ＤＳＧ）で賄われています。
（社会奉仕委員長 岡本 健）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・コーンクリームチャウダー
・お子様ランチ
・ストロベリーショートケーキ ・コーヒー

ロータリー讃歌

大阪 ＲＣ

奉 仕 の 精神

作詞 大 林 芳 郎

ロー タ リ ー

誠意と友愛

作曲 津 田宗 三郎

ロー タ リ ー

徳 義 に 立 って

こころ

ロー タ リ ー

一 つ に 結 ぶ

ロータリー

世 界 を

ロータリー

我がクラブの懐古(創立30周年記念誌より）：文責中島康之

1989年10月7日 大阪ﾋﾙﾄﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ「桜の間」 第266地区第5組ＩＧＦ 当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄ
※第266地区＝現在は2660地区 ＩＧＦ＝現在のＩＭ ※ 会長＝故三好三郎丸会員 副会長＝故髙田義典会員

1997年11月6日 大阪ﾋﾙﾄﾝﾎﾃﾙ「桜の間」 創立30周年記念式典ならびに祝宴
創立30周年記念歌「友と呼べるのは」「クラブ音頭“天満橋から”」会員によりコーラス発表
※会長＝衣斐孝雄会員 副会長＝小澤 満会員 創立30周年実行委員長＝福井 興会員
座談会

素晴らしい
素晴らしい友情
らしい友情のクラブ
友情のクラブ

創立30周年記念座談会として、チャーターメンバーと会員歴の長い会員3名の参加で「回顧30
年」として次のテーマを雑談形式で執り行われました。
「親睦あってのロータリークラブ」：囲碁・将棋・ゴルフ・カラオケなど親睦があるからロータ
リーを辞めたくても辞められない…。
「だてに例会日は変えられぬ？」：天満橋ＲＣは土曜日例会だったので時には100人以上のビジ
ターがメーキャップに来た。etc
「青少年育成こそ天満橋の永遠の課題」：創立以来天満橋は青少年の健全育成に力を注いできて
いる。天満橋RACはﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞをしっかり歌っていると評判だった。藤山
一郎さんがﾒｰｷｬｯﾌﾟにきてから誕生日に手拍子を入れるようになった。
「ＲＡＣ創設と発展に尽くした人々」：村上会長時にRACが創設されたが、前提には堤会長・松
田 会 長・小 杉 青 少 年 奉 仕 委 員 長 の 流 れ で RAC が 創 設 さ れ た が、目 幸
（等）会員と奥様には随分お世話いただいた。
「その他いろいろな思い出」：安田（一男）先生の熱意のある提言で「健康委員会」ができたこ
と。幹事が大変だったこと…福井会員・2期幹事した中西（良）会員・
岡田（恭）会員・郡会員・中川会員etc
「素晴らしい天満橋ロータリークラブ」：友と呼べるのが…ロータリーの神髄です。

