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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（１２月２日）のお知らせ
１）例 会

（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

（2091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 「スギ花粉を考える」
医療法人 宮武内科

４）年次総会 次年度理事・役員選挙

宮武 明彦 様

５）12
５）12月度定例理事会
12月度定例理事会

中川 政照 会員紹介

６）ロータリー財団100
６）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。先週末、中国からの黄砂
が空をおおいまして有害な物質が漂いましたが
皆様お変わりありませんでしょうか。インフル
エンザ対策も含め又、マスクが必要な季節が
やって参りました。
一昨日は、今期２回目のゴルフコンペが開催
されました。天候にも恵まれベストコンディ
ションの中、１６名の会員に参加いただきまし
た。浅井会員が奥会員に１打差をつけて見事優
勝されました。おめでとう御座います。
次に、昨日１１月１７日に、社会奉仕委員会の
奉仕事業として、重里パストガバナー補佐が理
事長をしておられる学校法人「日本分析化学専
門学校」のご協力を得て、献血推進奉仕事業を実
施いたしました。同専門学校の学生さんと職員
の皆様総勢１１６名の申し込みを頂き、９４名
の血液を大阪府赤十字血液センターに献血して
頂きました。赤十字の献血車１台が１日がかり
で最大５０名の献血しか受け付けられないとい
う実情の中、大変効率よく採血させて頂けたと、

５）第1
５）第1回被選理事会
赤十字の方も感謝しておられました。
当クラブから、重里パストガバナー補佐、岡本
社会奉仕委員長、安田社会奉仕委員、山村幹事そ
して私が参加いたしました。又永田会員には記
念品でお世話を頂き有難う御座いました。
加えて、サンケイ新聞社からも取材に来て頂
きました。橋本会員、有難う御座いました。
又、昨日夜にはロータアクトの例会が開かれ
参加してまいりました。当日例会は、地区代表公
式訪問日という事で、地区ロータアクト代表猪
辺さんにも出席してもらい、例会の講評をして
もらいました。大阪天満橋ＲＡＣは、当初６名の
会員でのスタートという事で心配致しました
が、昨日２名の新入会員を迎え、総勢１２名とな
りました。染井会長のリーダーシップのもと、明
るく積極的な例会運営がなされており、大変頼
もしく感じました。
当ロータリークラブからは、荒木ロータアク
ト委員長、中野ロータアクト委員、山村幹事の参
加がありました。有難う御座いました。
次に、二宮会長エレクトより出席義務規定免
除の申請が出ましたので、クラブ細則第９条（期
間限定欠席許可）に基づき１１月度定例理事会

☆☆ 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

４名
２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(60名)
23名
12名

にて承認されました。ご本人からは、肝臓治療の
ため３ケ月程度入院治療を受け、１月末頃から
は例会に出席したいとのお話でございます。体
調を万全にされいち早い復帰をして頂きたいと
思います。
最後に、次週１１月２５日の例会終了後、年次
総会、次年度理事、役員の選挙を行います。会員
の皆様のご出席を特に御願い致します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「クリスマス家族会」出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。多数の会員ならびに
御家族のご参加よろしくお願いいたします。
なお、クリスマス家族会は全員登録となって
おりますのでよろしくお願い致します。
②№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。
③次週例会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。
④次週例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願い致します。

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

坂本パスト会長、43周年記念卓話有難うござい
ました。
中村 健輔
60回目の結婚記念日に会長よりきれいな花を贈
られて。
福井 興
結婚記念日自祝
保倉 賢造
結婚記念日自祝!!
中川 政照
結婚記念日の花ありがとうございます。
木村 忠夫
結婚記念日自祝
勝見 哲朗
15年在籍表彰自祝
椹木 勇
社会奉仕委員会及び橋本会員の活動に感謝し
て。
重里 國麿
中島康之委員長からいろいろいい写真をいただ
き感謝いたします。
坂本 一民
第2回中村杯に優勝させて頂きました。ありが
とうございました。
浅井 顯一
奥崇さんをはじめ親睦活動委員のみなさまにご
迷惑をお掛けします。
松宮 清隆
浦田未央さんをご紹介します。クリスマス家族
会の司会をしてもらいます。
松宮 清隆

）内は会員総数を基準とした値

11月18日の出席率
80.00％
４週間前（10月28日）の
メークアップを含む出席率 90.32％
メークアップ実施会員
7名（欠席者13名)
連続欠席をお詫びします。
松宮 清隆
ホームクラブ欠席のおわび。
西浦 司
本日もニコニコ沢山頂き有難うございます。
ＳＡＡ一同
平成22
平成22年
22年11月
11月18日
18日

合計金

67,000円
67,000円

累計金 1,323,090円
1,323,090円

☆☆ 先週（11
先週（11 月 18 日）の卓話 ☆☆
「私の板前修業」
岡本 健 会員
６０歳で裁判官を辞めてから、１２年間料理
人の道を歩みました。そのうち最初の１年半は
専らの修業期間です。１年間は調理師専門学校
で学び、続く半年間、北の新地の「大阪料理のり
たけ」に弟子入りしました。親父さんは、元この
クラブの会員であった故則武康夫さんです。
辻学園調理技術専門学校の昼間１年コースで
は、そのほとんどが高卒生である４００人ほど
の仲間と一緒になって勉強しました。男子では
私が最年長でしたが、コンプレックス（劣等感と
優越感）を持たないようにし、素直な１年生の生
徒になって教えを受けました。授業は料理と調
理の実技、そして学科の二つに分けられます。実
技では、与えられた７本の包丁研ぎに始まり、そ
のあと、日本料理、西洋料理、中国料理、製菓・
製パン、ホテルの実務をまんべんなく勉強しま
す。班に分かれて料理の実習をしたり、名のある
先輩の講習を受けたりするほか、手にスキルを
付けるための課題（例えば、日本料理では、大根
の桂むき・鯵の三枚おろし・出し巻き卵）を与え
られて、練習に励みます。学科は、衛生法規・社
会・公衆衛生学・食品衛生学・栄養学・食品学・
調理理論など、多岐に亘り、教科書に沿って講義
を受けます。こうした正規の授業のほかに、放課
後、細分化された専門課程を選択して、さらに技
を磨きました。フグ調理の講習も受けています。
まじめに努力した結果、卒業に当たっては「トッ
プ賞」を頂戴しました。
続いての「のりたけ」では、親父さんや先輩調
理師から、懇切な指導を受け、短期間でしたが、
多くのことを学びました。店を開いてからも、修
業の連続ですが、則武の親父さんからは、引き続

き配慮深い指導を受け、感謝しています。おかげ
で、鱧の骨切りも上達し、お客さんから喜ばれま
した。
「手間×時間＝味」。
「お客様は神様である」。
そして「調理師の仕事の中身を問われたら、一に
清潔二に整頓、三・四がなくて、五に掃除」。こ
れらが私の板前修業から得たモットーになりま
す。
☆☆ 麻薬・覚せい剤乱用防止
運動大阪大会（
運動大阪大会（11 月 14 日）☆☆
日）☆☆
青少年への薬物乱用の浸透は、今、深刻な社会
問題になっています。薬物乱用は、個人の心と体
の健康を蝕むだけでなく、家族や地域社会に深
刻な影響を及ぼします。こうした中、１１月１４
日午後、大阪はミナミの地で、厚生労働省・大阪
府麻薬覚せい剤等対策本部その他が主催する標
記の大会が開催されました。この大会には、ＲＩ
第２６６０地区も参画しており、地区社会奉仕
委員の鍬田会員のほか、地区からの要請を受け
て、当クラブから岡本社会奉仕委員長も参加し
ました。大会は、若者たちによるアメリカ村等で
の街頭キャンペーンに始まり、とんぼりバー
ウォークでの吹奏楽演奏等のイベントを経て、
「ホテルメトロThe21」での大会式典に到りまし
たが、日曜日の繁華街に繰り出す大勢の若者た
ちに、麻薬・覚せい剤・大麻の乱用防止を呼びか
け、たいへん意義の深いものでありました。
（社会奉仕委員会 岡本 健）

☆☆ 献血推進奉仕事業（
献血推進奉仕事業（11 月 17 日）☆☆
日）☆☆
現社会において、献血奉仕の重要なことは言
うまでもありません。高齢化に伴い（輸血用の血
液製剤を使う患者の８５パーセントが５０歳以
上と言われています。）、また、臓器移植が活発
化しつつあるのに伴い、ますますその必要性が
高まってきています。
大阪府下における献血協力者数の推移を見
てみますと、全体としてはここ数年横ばいと言
えるのですが、年代別に分けてみますと、３０代
から６０代までがやや上向き傾向であるのに対
し、１８歳以上の１０代と２０代の人数は漸減
傾向を示し、平成２１年は同１１年に比べ、ほぼ
半減しているというのが憂慮すべき現状であり
ます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー ・ミックスサラダ ・コーヒー

こうした中、当クラブは、その社会奉仕事業の
一環として、学校法人「日本分析化学専門学校」
（理事長重里國麿会員、校長重里徳太氏）の絶大
な協力を得、また大阪府赤十字血液センターと
協議したうえ、各種の分析化学の専門家になる
ことを目指して同学校で日夜勉学努力中の若い
学生さんたちを中心に、献血協力者になってい
ただくことを募り、１１月１７日、同学校７階の
２教室で、規模の大きい献血推進奉仕活動を展
開いたしました。
この日、受け付けは１１６名もの多数にのぼ
り、そのうち９４名の方から４００ｍｌ（一部の
方からは２００ｍｌ）の採血が行われました。そ
して、このような献血協力の方々全員に、当クラ
ブから記念品をお渡ししています。
（社会奉仕委員会 岡本 健）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１２月第１例会のお知らせ
日 時：１２月１日（水）19:15～20:50
内 容：「古切手について」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所： 錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先： 幹事 山西 健介
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：１１月２９日（月）

ロータリー財団月間
世界インターアクト週間
国際ロータリー第２６６０地区
2010-2011年度ガバナー

松本 新太郎

11月はロータリー財団月間です。
こう言いますと「ああ、寄付金集めの月間か」
と早合点される方がおられるとすれば、とても
残念なことです。また各クラブでも、財団月間が
単なる寄付集金月間になってはいないでしょう
か。
本年度の地区テーマ「ロータリークラブにつ
いてもう一度考えてみませんか」に沿って申し
上げるなら、11月はロータリー財団について、も
う一度考えていただく機会にしていただきたい
のです。それは何も「じゃあ考えなおして、寄付
をやめるか」ということではありません。なぜ
ロータリー財団が誕生したのか、財団がこれま
でどういった活動を展開してきたのか、そして
今、私たちは財団を活用して何ができるのか、な
ど財団に関する様々なことに改めて思いを巡ら
せていただきたいのです。
そしてその前提として、ロータリー財団への
理解を深めていただくことは申し上げるまでも
ありません。財団は私たちに対して、国際親善奨
学金やＧＳＥ（研究グループ交換）など多様なプ
ログラムを提供してくれます。これらを有効に
取り入れていくことができれば、各クラブが大
いに活性化するでしょう。また財団の各種補助
金を効果的に利用していくことで、クラブ事業
の幅が広がり、一層の成果を上げることが可能
になるでしょう。
「会員数の減少で、事業の範囲や規模が制限

されている」というもっともらしい口実を先に
立てるよりも、厳しい時代だからこそ財団を理
解し、上手に活用することで奉仕を質量ともに
確保していく方が、ロータリアンとしては賢明
な選択なのではないでしょうか。
また11月５日を含む１週間をＲＩは「世界イ
ンターアクト週間」と定め、ロータリアンとイン
ターアクターがともに国際的な活動に参加する
ように呼びかけています。当地区では現在、大阪
桐蔭、大阪浪速、金光八尾、四天王寺、清風、相
愛学園の６校でインターアクトクラブが活動を
続けています。
インターアクトを巡っては先ごろ、ＲＩ理事
会で年齢制限が14歳から12歳に引き下げられま
した。また奉仕の第５部門として「新世代奉仕」
が設けられたことからも、今後ロータリアンに
とってインターアクトの重要性は、これまで以
上に高まっていくことになるでしょう。
インターアクトクラブを提唱されているクラ
ブはもちろん、されていないクラブもこのタイ
ミングに、インターアクトについてもう一度考
えてみられてはいかがでしょうか。
ガバナー月信１１月号から転載
訂正とお詫び
先週 NO．2089号に誤りがありました。
４項 誤「故他田義典副会長」
正「故髙田義典副会長」

バラが咲 いた

浜 口庫 之助 作詞 作/曲

バラが咲 いた バラが咲 いた真 っ赤
な バラが
さ び しか った僕 の庭 にバラが咲 いた

た った 一つ咲 いたバラ小さな バラで
さ び しか った僕 の庭が明るくな った
バラよバラよ 小さな バラ
そ のまま でそ こに咲 いてておくれ

バラが咲 いた バラが咲 いた真 っ赤
な バラが
さ び しか った僕 の庭 にバラが咲 いた

バラが散 った バラが散 った
い つのま にか
僕 の庭 はまえ のよう に
さびしくな った
僕 の庭 のバラは散 って
しま ったけれど
さ び しか った僕 の心 にバラが咲 いた

バラよバラよ 心 のバラ
い つま でも ここで咲 いてておくれ

バラが咲 いたバラが咲 いた僕 の心に
い つま でも散らな い真 っ赤な バラが

