
得てロータアクトのメンバーを盛り立ててゆき

たいと思います。 

ご報告１点ございます。 

RI第２７３０地区より「奄美豪雨災害 義援

金のお礼」が届いております。詳しくは掲示板を

ご覧下さい。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

① 「第2660地区第1回米山奨学生スピーチコンテ

スト」が開催されます。詳細につきましては掲

示板をご覧ください。 

② 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。 

③ 「大阪市青年功績賞授与式」ならびに「おも

ちゃ図書館フェスティバル」の出欠のご返事

を事務局までお願いいたします。 

④ 「2011～2012年度版 ロータリー手帳」申し込

み書のご提出をお願いいたします。 

⑤ 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。 

⑥ 本日18：00～ №1・2・3・6・7テーブル情報集

会が「大乃や」にて開催されます。関係各位よ

ろしくお願いいたします。 

⑦ 次週の第3回被選理事会は例会前11：00～の開

催になりますので関係各位宜しくお願いいた

します。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2100回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  日も風も星も 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「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４）第４）第４）第3333回被選理事会（回被選理事会（回被選理事会（回被選理事会（11111111：：：：00000000～）～）～）～）    

   次週（２月２４日）のお知らせ次週（２月２４日）のお知らせ次週（２月２４日）のお知らせ次週（２月２４日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2101回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  雪山讃歌 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「平城京跡と保存運動 

             －その光と陰ー」 

  関西大学文学部教授 高橋 隆博 様 

            西浦 司会員紹介 

４）４）４）４）3333月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会    

    ＦＥＢＲＵＡＲＹＦＥＢＲＵＡＲＹＦＥＢＲＵＡＲＹＦＥＢＲＵＡＲＹ    １７１７１７１７    ２０１１２０１１２０１１２０１１    ＮＯ．２１００ＮＯ．２１００ＮＯ．２１００ＮＯ．２１００    

☆☆☆☆☆☆☆☆    ２月度の結婚記念日２月度の結婚記念日２月度の結婚記念日２月度の結婚記念日    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

 藤井 弁次  山田 雅浩  重里 國麿  

 小澤 満   宇野 稔   金田 五郎   

 成松 正和 

                （以上敬称略） 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊    先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    

☆☆☆☆☆☆☆☆    会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

徐々に暖かさが戻って参りましたが、インフ

ルエンザの流行は収まっておりません。 

今日も、山村幹事がインフルエンザにかかっ

たという事で、お医者様より例会出席を禁じら

れているという連絡がありました。皆様も充分

お気をつけ下さい。 

いよいよＷＣＳ事業でのタイミッション、出

発の日が１週間後に迫って参りました。鍬田直

前副会長、大矢国際奉仕委員長のご尽力により、

先方とのスケヂュール調整含め、準備を着々と

進めていただいております。あとはミッション

参加の皆様の体調を整えて頂き元気に出発出来

ますようお願い致します。 

２月１６日（水）には、ロータアクトの例会が

開催されます。荒木ロータアクト委員長は本日

欠席ですので変わってインフォメーションさせ

ていただきます。多数の会員の皆様のご出席を

電話(06)6345-1115(直通) 電話(06)6341-4411(ホテル) FAX(06)6344-8222 E-mail:temma-rc@lapis.plala.or.jp  http://www10.plala.or.jp/temma-rc/ 
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例例例例    会会会会    毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日 12 12 12 12時時時時30303030分分分分    ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン大阪大阪大阪大阪４４４４FFFF    

会会会会    長長長長    中村健輔中村健輔中村健輔中村健輔         幹幹幹幹    事事事事    山村朋史山村朋史山村朋史山村朋史         広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    中島康之中島康之中島康之中島康之    

ROTARY Club Weekly BulletinROTARY Club Weekly BulletinROTARY Club Weekly BulletinROTARY Club Weekly Bulletin    

＜＜＜＜四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト＞＞＞＞１１１１．．．．真実真実真実真実かどうかかどうかかどうかかどうか    ２２２２．．．．みんなにみんなにみんなにみんなに公平公平公平公平かかかか    ３３３３．．．．好意好意好意好意とととと友情友情友情友情をををを深深深深めるめるめるめるかかかか    ４４４４．．．．みんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうか 

2010201020102010----2011201120112011年度年度年度年度    国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ 

世世世世    界界界界    理理理理    解解解解    月月月月    間間間間    



        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆    敬称を略す敬称を略す敬称を略す敬称を略す    

本日の卓話をよろしく！！ 髙松 貞彦 

結婚記念日自祝 山田 雅浩 

私どもの会社が３０周年を向えました。皆様に

感謝して！！ 成松 正和 

タイへ皆様とご一緒出来なくてごめんなさい。

 浅川 正英 

衣斐 会員お世話になりありがとうございま

す。 浅川 正英 

成松さん、創業３０周年おめでとうございま

す。 福原 哲晃 

山村幹事お休みにて申し訳ありません。  

 中村 健輔 

ホームクラブ連続欠席をおわび申しあげます。

 浅川 正英 

ホームクラブ連続欠席のおわび。 在本 茂 

本日もニコニコ有難うございました。 

                ＳＡＡ一同 

平成平成平成平成23232323年年年年2222月月月月10101010日日日日        合計金合計金合計金合計金            41,00041,00041,00041,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    1,922,0901,922,0901,922,0901,922,090円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（2222 月月月月 10101010 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「航空界・こんな話・あんな話・ここだけのお話」「航空界・こんな話・あんな話・ここだけのお話」「航空界・こんな話・あんな話・ここだけのお話」「航空界・こんな話・あんな話・ここだけのお話」    

            髙松 貞彦会員 

平成２１年１０月１１日、徳島空港で私の起

した重大インシデントについて、航空法第７３

条の２に関連する条文、航空法施行規則第１６

４条の１６（機長の出発前の確認事項）の航空機

の装備の整備状況、離陸着陸重量、重心位置及び

重心分布、航空情報、気象情報、燃料・滑油の搭

載量とその品質、積載物の安全性等の確認事項

の中で、唯一、私が航空情報（ＮＯＴＡＭ）の確

認を怠ったことに起因する。その航空情報の概

略として、飛行場及び保安施設の重要な変更、運

行上の障害事項、航空交通管制に関する事項、そ

の他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある

事項、気象に関する事項等である。３９年来飛行

してきた徳島空港で、全てを熟知しているとゆ

う自負心が今回の重大インシデントに繋がった

と思われる。 

☆ №☆ №☆ №☆ №1,2,3,6,71,2,3,6,71,2,3,6,71,2,3,6,7ﾃｰﾌﾞﾙ情報集会の報告☆ﾃｰﾌﾞﾙ情報集会の報告☆ﾃｰﾌﾞﾙ情報集会の報告☆ﾃｰﾌﾞﾙ情報集会の報告☆    

平成２３年２月１０日午後６時より、６０年

の歴史を誇る「大乃や」において、５テーブルの

情報集会が盛大に開催されました。 

例会での髙松会員の卓話につき色々話がはず

み、飛行機を落下させた者に損害賠償責任が発

生するのか、中村会長よりはＣＡの秘密クラブ

とはいかなるものなのかもう少し詳細な報告が

欲しいとの話も出ていました。 

２月７日が何故北方領土の日なのか、サラ金

に対する過払金返還請求事件の後に流行する事

件は何なのかとの話もなされ、緒方洪庵や吉田

松陰には別名があるとの興味ある話も聞くこと

ができました。 

早朝の阪急電車には、車中で弁当をパクつく

美人が居るとか、髭はどの年代の女性に好まれ

るのかという面白い話も、次々とび出しました。 

フィッシングで「バラムツ」という深海魚を釣

りあげたとか、バンカーショットを欠敗しない

方法等は大変参考になりました。 

足に砂袋を装着してウォーキングを継続した

結果、体調がすごく良くなったとの橋本会員の

話。断酒して摂生に勤めた二宮エレクトの話に

は感心しきりでした。 

ただ、今回の情報集会は出席者が多すぎて、

個々人の持ち時間がかなり制限されたため、中

川パスト会長より情報集会は、２，３テーブル位

で開催するべきではないかとの指摘がなされま

したが、この指摘はごもっともであり、専ら文責

者の配慮不足を十分反省しております。中川さ

んごめんなさい。いずれにしても、カニ鍋を囲ん

での温かく楽しい情報集会の夜は、あっという

間に過ぎてしまいました。皆様ご苦労様でした。

（文責：寺内清視） 

 

     
☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告 ☆☆☆☆☆☆☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ３名 会員総数 67名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 46名(60名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 22名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 14名 

2月10日の出席率 76.67％ 

４週間前（1月20日）の 

メークアップを含む出席率 89.66％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者9名) 

☆☆☆☆☆☆☆☆    本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・フレンチオニオンスープ、チーズクルトン添え 

・鴨胸肉のロースト、林檎のキャラメリゼと 

 グリーンペッパー風味のシードルソース 

・温かいガトーショコラ、へーゼルナッツアイス 

 クリーム添え  ・ブレッド  ・コーヒー  


