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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

ＡＰＲＩＬ １４ ２０１１ ＮＯ．２１０７
ロータリー雑誌 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

次週（４月２１日）のお知らせ
１）例 会

（2107回）
ロータリー讃歌

３）卓 話 「砂漠の緑化」
－地球環境問題への挑戦ー
中野 格 会員

２）ソング

（2108回）
それでこそロータリー

３）卓 話 「カンボジア教育の現状と未来」
公益財団法人CIESF 相談役
㈱シーエフエス 代表取締役
藤岡 俊雄 様
山田 雅則会員紹介
４）第4
４）第4回被選理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
勝見哲朗会員がお亡くなりになり、大変寂し
い思いです。入会されて１７年、近年はお体の具
合が万全でないため、例会にも時々しか出席し
て頂けませんでしたが、天満橋ロータリークラ
ブを愛し、いつもクラブの事を気にかけて頂い
ている会員でありました。改めて、ご冥福をお祈
り致します。
東北地方では、相変わらず避難場所から動け
ない方も多く又、原子力発電所の放射能漏れが
止まらず、先行きがはっきり見えてきません。先
週商用で韓国に行きましたが、日本以上に韓国
民が放射能に敏感になっていることに驚きまし
た。空港に着いた途端、放射能を感知するゲート
を通らされました。又、韓国では、
「日本頑張れ」
のタレ幕を多く出してくれておりますが反面、
日本の食品、化粧品等は買いたくない、という意
識が広がっていました。今回の震災はまだまだ
これから困難な問題が発生してくると思われま
す。これに関連しまして、３月２４日の例会にて
義援金募金の御願いをすると共に、地区からの

義援金要請のお話をさせて頂きました。例会終
了後、理事会におきまして当クラブとして総額
３００万円の拠出承認を頂きました。しかし、今
後地区から引き続き何度かの協力要請がある
事、更に他クラブの動向も参考とし、今回は皆様
からのご寄付とクラブから今期の剰余金を合わ
せ、総額２００万円を拠出執行させていただく
事と致しました。又、タイから３０万円の送金も
受け取りましたので、別途地区に拠出いたしま
す。何卒、ご理解の程、宜しくお願い致します。
尚、本日まで寄付の御願いを致しております。宜
しくご協力お願い致します。次に、（財）ロータ
リー米山奨学会より、福原哲晃会員にカウンセ
ラーの委嘱状が届いております。本日お休みさ
れておられますので次週例会でお渡しいたしま
す。最後になりますが、本日例会終了前にクラブ
細則変更のご承認を頂きたく思っております。
どうか、最後までお残り頂きますよう御願い致
します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①本日締め切りとなっております「新年度ロー
スターの原稿」、ご確認済みの方は早急に事務
局までご提出お願いします。なお、ご訂正のな

☆☆ 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

１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

66名
50名(62名)
21名
12名

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「天満天神繁昌亭のご案内」出欠のご返事を
事務局までお願いいたします。
③次々週例会終了後 第4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。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

合計金

4月7日の出席率
80.65％
４週間前（3月10日）の
メークアップを含む出席率 88.33％
メークアップ実施会員
2名（欠席者9名)

☆☆ 先週（4
先週（4 月 7 日）の卓話 ☆☆
「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

敬称を略す

本日、堀浩司先生の卓話お楽しみ下さい。
寺内 清視
誕生日自祝
浅井 顯一
誕生日自祝
西井 幾雄
誕生日自祝
目幸 文範
結婚記念日に綺麗な花を頂き、ありがとうござ
いました。
松宮 清隆
21ヵ年在籍表彰自祝
岸本 良一
在籍19年を自祝して。
谷本 圭二
17ヵ年在籍自祝
在本 茂
17ヵ年皆出席自祝
中川 政照
16ヵ年在籍表彰自祝
中島 豊彦
16ヵ年在籍自祝
大矢 平治
6ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席を自祝して。
奥 崇
6ヵ月ｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝。
大矢 平治
6ヵ月皆出席自祝
髙松 貞彦
勝見会員を偲んで。
井戸 幹雄
ｺﾞﾙﾌの時の勝見さん、例会の時の勝見さん、新
地の時の勝見さん、さようなら！！ 中川 政照
勝見会員お世話になりました。
溝手 悟
勝見会員の御逝去にありし日の思いでをきざん
で。
在本 茂
勝見会員のご冥福を心よりお祈り申し上げま
す。
ゴルフ同好会一同
連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆
本日も多くのニコニコを頂き有難うございまし
た。
SAA一同
平成23
平成23年
23年4月7日

）内は会員総数を基準とした値

106,000円
106,000円

累計金 2,366,090円
2,366,090円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・アスパラガスクリームスープ
・鴨胸肉のロースト、ハニーとコリアンダー風
味、茸のソテーと軽いジュ
・季節のフルーツ取り合わせ
・ブレッド ・コーヒー

最初のマスコミ出演は今から三十数年前、朝
日放送ラジオ「歌謡曲午後一番」という番組に大
学四年生でしたが起用されました。この番組は
錚々たるメンバー。月曜日が船場太郎さん、火曜
日浜村淳さん、水曜日上岡龍太郎さん、木曜日
キャッシー、そして金曜日が私というライン
ナップでした。一度、マスコミの緊張感を味わい
ますともう戻れません。ただ、学生時代は放送局
に入り浸りで勉強もせず、オイルショックの就
職難、コネ無しでは放送局入社は遠い存在でし
た。その頃、よく話を聞いてくださっていたのが
道上洋三さんでした。「堀くん、もし、マスコミ
の世界で頑張りたいなら、専門分野を持たなあ
かんで・・・」とアドバイスしてくださいました。
そこで税理士資格を取得して、再度、放送出演し
たのが、三十年近く前、「おはよう朝日です」と
いう番組です。以来、数々の番組に出演させてい
ただきました。在阪局では、ＮＨＫ、ＭＢＳ、Ａ
ＢＣ、ＫＴＶ、ＹＴＶ、テレビ大阪、サンテレビ、
ラジオ関西と私のホームページで出演回数を数
えますと３月末現在でテレビ２７９本、ラジオ
５６４本でした。でも、今日、出席されている方
で私をテレビで見た、ラジオで聞いたという方
は殆どおられない・・・でしょうか。実は、それ
が長くテレビに出続ける秘訣なのです。その話
の中身は、卓話でお話しさせていただきます。

