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世 界 理 解 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

次週（２月１７日）のお知らせ
１）例 会

（2099回）
それでこそロータリー

３）卓 話 「航空界、こんな話、
あんな話、ここだけのお話し」
髙松 貞彦会員

２）ソング

（2100回）
日も風も星も

３）卓 話 「字の読めない親への思いと私の夢」
バイマーヤンジン 様
永田 秀次会員紹介
４）第3
４）第3回被選理事会（11
回被選理事会（11：
11：00～）
00～）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。
２月度は「ロータリー世界理解月間」に指定さ
れており、クラブは、世界平和に不可欠な理解と
親善を強調したプログラムと活動をするよう要
請されております。
その一環としまして、本日は、地区国際奉仕、
WCS委員長 小林澄子様にお越し頂き記念卓話を
御願いしております。小林委員長様、後程宜しく
お願い致します。
本日２月３日は節分です。節分とは各季節の
始まりの前日を意味し、特に立春の前日となり、
冬から春になる１年の境目前日という事でこの
節分の日に特別の意味があるようです。
又、同じく本日は旧暦のお正月でもあります。
旧正月、チャイニーズニユーイャーとも言われ
ております。中国では、お正月休みで故郷に帰っ
た工場従業員がどの程度戻ってくるかによっ
て、工場操業度に大きな影響が出ます。中国製品
にある程度依存している私共の会社としまして
も頭の痛い時期であります。
先週１月２７日には、IM第６組の第４回会長、
幹事会が開かれ１１クラブの会長から上半期の
成果と下半期の計画について発表がなされまし
た。当クラブと致しましては会員の皆様のご協

力で上半期計画以上の成果が上げられた事と、
下半期についてはRI会長賞受賞申請に向けての
チェックリストをよく精査、活用し、会員の皆
様、各委員長様のご協力を得て引き続き奉仕活
動を充実してゆく覚悟です、と報告して参りま
した。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「春のライラ（初級）」開催のご案内を本日お
配りしております。
②「2010-2011年度 大阪市青年功績賞授与式の
ご案内」を本日お配りしております。
③「おもちゃ図書館フェスティバルのご案内」
を本日お配りしております。
④「2011～2012年度版 ロータリー手帳」申し込
みのご案内をお配りしています。2月21日（月）
までに必ずご提出をお願いいたします。今回
よりサイズが大きく、デザインも変わってお
りますので詳細につきましては掲示板をご覧
ください。
⑤№1・2・3・6・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。
⑥大阪天満宮観梅の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑦次々週 例会前11：00から第3回被選理事会を
開催いたします。本日ご案内をお配りしてお
りますので関係各位宜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

５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

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

67名
52名(62名)
22名
10名

敬称を略す

本日は卓話の時間を頂きまして有難うござい
ます。よろしくお願いします。
RI2660地区 国際奉仕・WCS委員長 小林澄子様
地区小林委員長様、本日卓話宜しくお願い致し
ます。
中村 健輔
小林澄子様、本日は卓話宜しくお願いいたしま
す。
山村 朋史
小林澄子様、本日は大変お世話になります。
大矢 平治
誕生日自祝
三谷 滋伸
誕生日自祝
郡 悦清
結婚記念日に美しい花を有難うございました。
藤井 弁次
15ヵ年在籍自祝
山本 喬一
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
福井 興
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
山田 雅浩
何もない、無事であることを祈って。
小寺 一矢
李さん。スピーチコンテスト頑張ってね。
福原 哲晃
祝、節分 今年も鬼は外福は内!!
川原 和彦
井戸会員に大変お世話になりました。
石田 道夫
節分ですね。”鬼は外、福は内”今年もみなが
幸せでありますように。
森本 章裕
長期欠席おわび申し上げます。がんばって病気
と闘っています。
勝見 哲朗
ホームクラブ欠席のおわび。
西浦 司
本日も沢山のニコニコありがとうございまし
た。今後もご協力の程をお願い申し上げます。
ＳＡＡ一同
平成23
平成23年
23年2月3日

合計金

84,000円
84,000円

累計金 1,881,090円
1,881,090円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・牛蒡のポタージュ
・浅利のリゾットに載せたミ・キュイ・ロースト
サーモン、バジルトマトソース
・伊予甘のパウンドケーキ、シナモンアイスク
リーム
・ブレッド
・コーヒー

）内は会員総数を基準とした値

2月3日の出席率
83.87％
４週間前（1月13日）の
メークアップを含む出席率 91.67％
メークアップ実施会員
5名（欠席者13名)

☆☆ 先週（2
先週（2 月 3 日）の卓話 ☆☆
「地区国際奉仕・ＷＣＳ委員会の仕事について」
ＲＩ2660地区国際奉仕・ＷＣＳ委員会
2010～11委員長 小林澄子 様
国際奉仕委員会
地区国際奉仕委員会は5つの主な仕事をして
います。
1、情報の伝達と研修のため年に2回クラブ国際奉
仕・ＷＣＳ委員会を開催します。
2、月に1回委員会を開催し、ＭＧ申請の審査や海
外からの依頼を精査します。
3、情報をニュースレターで各クラブに配信しま
す。
ニュースレターはクラブによって取り扱い
が違います。会長、幹事、委員長のみ目を通す
クラブ、
委員会報告にて連絡していただけるク
ラブ。
全会員に事務局からメール配信していた
だけるクラブと様々ですが、今後は『未来の夢
計画』に沿って新補助金制度が始まり、国際
ロータリーやロータリー財団からの連絡が多
くなり、大きく変わっていきますので、全会員
にメール配信していただき情報の共有をは
かっていただくことが皆様の理解を助ける一
助となると思います。
4、国際大会への参加を呼びかけます。
（ニューオ
リンズ）
5、ＷＣＳプロジェクトをしなかったクラブが人
頭5000円として、地区ＷＣＳ基金に振り込まれ
たお金を有効に役立てるプロジェクトを計画
し実行します。
今年はインドネシアジョグジャカルタへ橋
を送るプロジェクトが進行中です。このプロ
ジェクトは大阪府から持ち込まれたものです
が、委員会では四つテストに照らして、下記の
要領でこの案件を精査し、決定としました。
☆真実かどうか
ジョグジャカルタＲＣに問い合わせをし
て、本当に地元民が必要として待っているこ
とを確認しました。
又、最初に大阪府が送った橋は大変よく使
われていてバイクが数珠繋ぎに走っている
が、安全性は大丈夫かとの問い合わせに答え
て、大阪府に計算してもらったが大丈夫であ
るとの回答を得ました。

☆みんなに公平か
大阪府に入札した業者の見積もり金額128
万円のペンキ塗り替え代金に対して、合い見
積もりを取り79万円に押さえました。ジョグ
ジャカルタＲＣは、火山の噴火の為に避難し
ている人たちにも手を差し延べて欲しいと頼
んできましたので橋と生活支援の両面で進め
ることにしました。
☆好意と友情を深めるか
このプロジェクトを実行することにより、
ジョグジャカルタ州と大阪府の友好を助けま
す。大阪府とロータリーとの理解と親睦に役
立ちます。ジョグジャカルタＲＣと2660地区の
友好を深めます。
☆みんなの為になるかどうか
地区ＷＣＳ基金から100ドル、クラブに
ニュースレターで協力をお願いして100ドル、
このプロジェクト予算を200ドルに設定して、
クラブがプロジェクトに参加する機会を広
げ、地区とクラブの活性化に役立てようと考
えています。橋は既に化粧直しを終えて、大阪
港を出発しています。4月末から5月初めにか
けて、バリ経由でチャンデン村に行き、贈呈式
の予定をしています。協力クラブの有志と共
に、奉仕と親睦の旅を楽しみたいと思います。
皆様のクラブに国際奉仕予算が残っていれ
ば、もしくはニコニコから、もしくは帽子を回
してでもとの思いがありましたら御協力の程
宜しくお願い申し上げます。
地区の仕事の4年半の間にモンゴル3回、ミャ
ンマー2回、タイ、ベトナム、カンボジア2回、
トルコに1回行きました。
仲が良くなれば、自ずとその人の為に尽くす
でしょう。
尽くすことから始まっても、当然仲がよくな
ります。

この繰り返しが、ロータリーで言うところの
親睦と奉仕の両輪で、国際ロータリーが目標と
している世界平和への道であろうと実感してい
ます。
人は、人として幸せになる権利が有ります。
人は、人が幸せになる為の手助けをする義務
があります。
ロータリーのバッジを佩用している人は、進
んでそれをする事を誓った人たちです。
これらの旅で感じたことですが、どの程度の
生活の安定の上で、人は、幸せと思うのでしょう
か？
幸せの分母は、富ではなく、権力でもなく、権
威でもなく、家族でもないかもしれません。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
２月第２例会のお知らせ
日 時：２月１６日（水）19:15～20:50
内 容：「献血について学ぼう」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
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：２月１４日（月）

野 一郎

それでこそ ロータリー

東京 ＲＣ 矢

一、 ど こ で 会 っ て も

やあと言おうよ

見 つけ た 時 に ゃ

お いと 呼ぼ う よ

遠 い時 に は

手を振 り合 おう よ

それ でこそ

ロー ロー ロー タ リ ー

二、 笑 顔 笑 顔 で

語り合 おう よ

心心 で

結 び合 おうよ

み ん な 世 の為

働き合 おうよ

それ でこそ

ロー ロー ロー タ リ ー

世界理解月間によせて
国際ロータリー第２６６０地区
2010-2011年度ガバナー

松本 新太郎

国際ロータリーは２月を「世界理解月間」に指

を、改めて認識いただければうれしく思います。

定しています。ロータリーの創始者であるポー

ロータリークラブに在籍し、大きな夢に向かっ

ル・ハリスが３人の友人と最初に会合を持った

て少しでも役に立つ活動ができる立場に置かれ

1905年２月23日が「世界理解と平和の日」となり、

ているというのは、何とも幸福なことではあり

今日の月間へとつながっています。

ませんか。

国際的な理解を推進し、世界平和を実現する

もしもこれらの素晴らしい機会を活かすこと

のは古今東西、人類共通の願いであるはずです

ができないとすれば、目の前にある人生の大き

が、現実には世界各地で相互理解の不足などに

な喜びを見過ごしてしまうようで、何とももっ

起因する争いごとが絶えないのが実情です。た

たいない気が致します。まずは行動に移すこと、

だ、そうした残念な状況に対して「自分一人の力

すなわち活動に参加してみることで、あなたも

では何もできない」とあきらめてしまうのは早

その喜びを分かち合ってみませんか。

計で、誰かが何かを始めなければ、現存する課題
は何も解決しないのも事実です。
幸い私たちロータリアンは、世界平和に貢献
することができる様々なプロジェクトを毎年実

そうすればきっと、世界をもう少し、理解する
ことができるはずです。そしてあなたの行いは
必ずや、胸を張って家族や地域の方たちにも誇
ることができるでしょう。

施しています。世界社会奉仕や国際奉仕、国際親

皆様のクラブや地区が実施する事業が世界理

善奨学生や研究グループ交換（ＧＳＥ）、米山奨

解に対してどのような効果をもたらすのかを再

学生や青少年交換など、国際理解や世界平和に

確認していただくことができれば、たとえ今ま

つながる数多くの選択肢を持っています。また

でそうした活動に関わった経験のない方であっ

海外の姉妹クラブとの友好を深めておられるク

ても、自ずと参加意欲が湧き起こってくるもの

ラブもあることと存じます。

と信じます。

一つひとつの活動は「世界平和の実現」という

１月はロータリー理解推進月間として、ロー

大きなテーマには直結しないかもしれません。

タリーの活動についての理解を深めていただき

しかしながら千里の道も一歩から、こうした地

ました。そして２月は、世界について理解を深

道な取り組みをコツコツと積み重ねていくこと

め、ロータリーの活動を世界平和へとつなげて

こそが、一番の近道でもあると思うのです。

いく可能性について、もう一度考えてみていた

皆様もロータリークラブが提供するこのよう

だければ幸いです。

な事業に参加いただくことで、世界理解に携わ
ることができるという恵まれた環境にあること

ガバナー月信２月号から転載

