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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

ＭＡＲＣＨ ２４ ２０１１ ＮＯ．２１０５
識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2105回）

次々週（４月７日）のお知らせ
１）例 会

（2106回）

２）ソング 春が来た

２）国旗およびロータリー旗に礼
２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓 話 「タイＷＣＳ事業報告」

３）ソング 君が代・奉仕の理想

国際奉仕委員会
４）4
４）4月度定例理事会

４）卓 話 「テレビニュース番組に参加して」
経済ジャーナリスト・阪南大学講師
堀 浩司 様
寺内 清視会員紹介

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。
３月１１日に起きました、東日本巨大地震に
おいてお亡くなりになりました方々に改めて哀
悼の意を表しますと共に、被災された皆様に心よ
りお見舞いを申し上げます。
１６年前に私たちは、阪神淡路大震災を経験
致しました。しかし今回の災害は、地震の規模の
大きさもさることながら、被害の地域が広域にわ
たっており又、大津波という不幸にもみまわれ、
我々の想像を絶するものとなりました。
加えて、原子力発電所で制御困難という事態
が起こり、今後に向けても全く予測のつかない状
況になっています。岩手県、宮城県、福島県が被
害報道の中心となっていますが、茨城県、千葉県
におきましても大きな被害が出ております。
このような事態に鑑みまして、一つ目は４月
９日に予定しておりました春の家族会を中止し、
二つ目は、地区より要請がきております災害義援
金の募金を当クラブとして３０万円を目標に会
員の皆様に御願いしたく存じます。これは、阪神
淡路大震災の時の募金を参考にさせていただき
ました。この２点につきまして、書面による臨時
理事会で昨日承認を頂きました。会員の皆様のご

理解とご協力をよろしく御願い申し上げます。
この件に関連致しまして、先月ＷＣＳ事業で
訪問致しました、タイ国３３５０地区より、早速
お見舞いのメールとあわせて３０万円の義援金
の提供の申し出を頂きました。
この申し出につき
ましてはどのような形で受け取るか、
現在地区の
高島ガバナー補佐にご相談をしております。
地区
の方針、
回答が出次第会員の皆様にご報告させて
頂きます。
３月１２日には、大阪―淀川ＲＣの５０周年
記念式典があり山村幹事と出席して参りました。
松本ガバナーはじめ、
姉妹クラブの台湾高雄ＲＣ
からの２５名の参加者を加え、
約１３０名参加の
有意義な式典でありました。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「新年度ロースターの原稿」、ご確認済みの方
は事務局までご提出お願いします。なお、ご訂
正のない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出
お願いいたします。
②本日開催予定の№4・5・8テーブル情報集会は
中止になりましたので関係各位はよろしくお
願いいたします。
③次週例会終了後10Ｆ「京都の間」にて4月度定
例理事会が開催されます。本日ご案内させて
いただいておりますので関係各位はよろしく
お願いいたします。なお、理事会用の資料も添

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
67名
会員出席
52名(61名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
9名

付させて頂いておりますので内容のご確認を
お願いいたします。
④本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話、鈴木啓示さんどうぞ宜しくお願い
致します。
安田 義治
鈴木啓示様ようこそお越し頂きました。
中村 健輔
結婚記念日のお花をありがとうございました。
荒木 幾夫
結婚記念日自祝
石田 道夫
結婚記念日自祝！
鍬田 充生
結婚記念日自祝
在本 茂
結婚記念日自祝
川本 浩
結婚記念日自祝
目幸 文範
結婚記念日自祝
金田 五郎
連続欠席のお詫び。
金田 五郎
東北大震災の被災者の皆様。頑張って下さい。
一人でも多くの命が救われますように。
福原 哲晃
先日の小唄会お蔭様で盛況にて催せました。
石田 道夫
平成23
平成23年
23年3月17日
17日

合計金

58,000円
58,000円

累計金 2,247,090円
2,247,090円

☆☆ 先週（3
先週（3 月 17 日）の卓話 ☆☆
「キャンプ地・オープン戦前半を観て 」
NHK野球解説者 鈴木啓示 様
安田 義治会員紹介

3月17日の出席率
85.25％
４週間前（2月24日）の
メークアップを含む出席率 87.10％
メークアップ実施会員
4名（欠席者12名)
取り合いというゲームは減るはずだ。「打高投
低」から「投高打低」へ。昔の野球に戻る感じが
する。低めに球を集めれば、パワーヒッターでも
球を持ち上げるのは難しい。コントロールの良
い投手が存分に恩恵を受けられるボールだ。
阪神は昨年、チーム打率が・２９０と12球団で
も最も良かった。真弓監督に聞くと、統一球のこ
とを念頭に「昨年ほど打てるとは思っていない」
という答えが返ってきた。ということは、守りを
中心に考えて、投手が頑張らないといけない。
ルーキーの榎田はコントロールの心配がなく、
期待していい。
新人の当たり年だ。日本ハムの斎藤は「自分」
をしっかり持っている。巨人の沢村を見た時は、
久しぶりに「強い」投手が出てきたなと感激し
た。野手では西武の秋山が面白い。
（後半は卓話時に）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
４月第１例会のお知らせ
日 時：４月６日（水）19:15～20:50
内 容：「映画って本当にいいものですね」
（担当：専門知識開発委員会）
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：４月４日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・若竹椀
・チキン、ポテト、豆腐のハンバーガーステー
キ、和風卸ソース
・みかんのコンポートに載せたヨーグルトの
ジェラート、シナモンテュイル添え
・ライス
・コーヒー

『
春が来た』

高野辰之作詞
岡野貞 一作曲

一、春が 來 た、
春が 來 た、
ど こに 來 た。
山に 來 た、
里 に 來 た、
野にも 來 た。
二、花が 咲く、
花が 咲く、
ど こに 咲く。
山に 咲く、
里 に 咲く、
野にも 咲く。

これは本塁打だ、と思った打球が失速して外
野手のグラブに収まる。これは抜ける、と思った
打球に内野手が回り込んで追いつく－。キャン
プやオープン戦で、何度もそういう場面を見た。
今年導入された統一球の影響が出ている。点の

）内は会員総数を基準とした値

