
の観光地はどこも大勢の人出でしたが、タク

シーの運転手さんに聞きますと外国人観光客が

めっきり減っているとのことでした。確かに、欧

米人はもちろん中国をはじめとするアジアの

人々ともほとんど顔を合わせることがありませ

んでした。先週お伝えいたしました勝見哲朗会

員の社葬が、５月１１日（水）に執り行われると

の連絡が御座いました。時間、場所などは現在

判っておりませんが、追ってお知らせさせて頂

きます。出来るだけ多くの会員の皆様にご参列

頂きますよう御願いいたします。最後に、昨日ゴ

ルフ同行会によりますゴルフコンペが、小野東

洋ゴルフ倶楽部で行われました。見事 井戸会

員が優勝されました。おめでとう御座います。 

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

① 本日、「2011～2012年度理事・役員・委員長一

覧」をお配りしております。 

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 「2011－12年度のための地区協議会 最終の

ご案内」をお配りしております。関係各位宜し

くお願いいたします。 

④ 次年度理事・役員・委員長に「2011～2012年度

活動計画書提出」のお願いをさせて頂いてお

☆☆ 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 （2108回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  それでこそロータリー 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「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）第４）第４）第4444回被選理事会回被選理事会回被選理事会回被選理事会 

   次週（４月２８日）のお知らせ次週（４月２８日）のお知らせ次週（４月２８日）のお知らせ次週（４月２８日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2109回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  夏は来ぬ 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「生活パターンを変えてみました」 

              山田 雅浩会員 

４）４）４）４）5555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 

        

    

    ＡＰＲＩＬＡＰＲＩＬＡＰＲＩＬＡＰＲＩＬ    ２１２１２１２１    ２０１１２０１１２０１１２０１１    ＮＯ．２１０８ＮＯ．２１０８ＮＯ．２１０８ＮＯ．２１０８    

☆☆☆☆☆☆☆☆    ４月度の結婚記念日４月度の結婚記念日４月度の結婚記念日４月度の結婚記念日    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

 大矢 平治  山村 朋史  中村 健輔 

 寺井 種伯  井戸 幹雄  末澤 正大  

寺内 清視         （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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

久しぶりに明るいニュースが届きました。 

アメリカ オーガスタゴルフクラブで行われ

たマスターズトーナメントにおいて、石川遼 

２０位、松山英樹君２７位と１９才コンビが大

健闘してくれました。若者達の無限の可能性と

心意気を見せてもらいました４月は「ロータ

リー雑誌月間」です。「ロータリーの友」購読は

ロータリアンの義務となっています。松本ガバ

ナーは、そんな義務感は脇において社会人が

日々新聞に目を通すように、ロータリアンとし

て毎月雑誌に目を通す。それもすべての記事を

読み切る必要はなく、関わりのある情報だけを

吸収する。そんな習慣を身につけましょうと提

言しておられます。震災報道が続く中でも、４月

になりますと桜の花の季節になってきました。

私も先週日曜日に、京都へ行ってきました。京都

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 

ロータリー雑誌月間ロータリー雑誌月間ロータリー雑誌月間ロータリー雑誌月間    



ります。4月28日（木）までに必ずご提出お願

いいたします。なお、地区協議会にご出席の委

員長は地区協議会後にご提出お願いいたしま

す。 

⑤ 「2011～2012年度理事・役員・委員長懇親会の

ご案内」をお配りしております。 

⑥ №3・5・6テーブル、№2・7テーブル情報集会の

ご案内をお配りしております。 

⑦ 「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。 

        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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、どうぞよろしくお願い致します。

 中野 格 

27ヵ年皆出席自祝 金田 五郎 

在籍17年自祝 福原 哲晃 

在籍表彰自祝 髙田 肇 

勝見会員のありし日を偲んで。 鍬田 充生 

第3回中村会長杯優勝を自祝。 井戸 幹雄 

昨日のゴルフ同好会、優勝こそ出来ませんでし

たが、井戸会員のおかげで、大変な好運に預か

りました。感謝。 中村 健輔 

第6回の小唄の会の写真集を作って頂き、井戸

会員ありがとうございます。 川本 浩 

清チャン、お待ち申し上げます。 鍬田 充生 

中島さん、お待ち申し上げます。 井戸 幹雄 

度々の長期欠席のおわびとして。 永田 秀次 

ホームクラブ欠席のお詫び。 西浦 司 

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4444月月月月14141414日日日日        合計金合計金合計金合計金            74,00074,00074,00074,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    2,440,0902,440,0902,440,0902,440,090円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（4444 月月月月 14141414 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

    「「「「    砂砂砂砂    漠漠漠漠    のののの    緑緑緑緑    化化化化    」」」」    

            －地球環境問題への挑戦－－地球環境問題への挑戦－－地球環境問題への挑戦－－地球環境問題への挑戦－        

            中野 格 会員 

日本は湿潤地域であるため気付きませんが、

世界の乾燥地の広がりはたいへんなもので今、

地球の陸地の約１／４（日本の約９５倍の面積）

が砂漠化の影響を受けています。 

さらに、世界の砂漠は毎年６万平方キロメー

トルのスピードで広がっていると同時に、約９

億人が何らかの影響を受けています。 

砂漠化は気候的、また人為的な要因が相互に

関係しあって進行していきますが、人間への直

接的な影響が大きい環境問題のひとつであり、

砂漠化による土地の劣化は、農作物へ大きな影

響を及ぼしますし、居住地域の減少と併せ、深刻

になると飢餓や民族対立といった社会的混乱も

考えられます。他にも森林の減少が海洋生物に

与える影響、砂漠化が更なる砂漠化を引き起こ

すといった悪循環も起こっています。これらに

歯止めをかけるため、砂漠化土地の修復とその

利用が持続的に行われるための対策を講じねば

なりません。１９９６年１２月、進行する砂漠化

対策として、「砂漠化防止条約」が発効され、世

界の１９０カ国以上が参加し、それらの国々が

互いに援助、連帯、協調することで、砂漠化に

よってもたらされた諸問題を解決し、持続可能

な発展を成し遂げようと模索しています。 

そのような中、私どもが取り組んだアラブ首

長国連邦、中国山西省での砂漠緑化、またこれか

ら取り組もうとしている砂漠緑化を通じ、今一

度、私たちのライフスタイルについて考えてみ

てはいかがでしょうか。 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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 66名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 52名(62名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 21名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 10名 

4月14日の出席率 83.87％ 

４週間前（3月17日）の 

メークアップを含む出席率 86.89％ 

メークアップ実施会員     1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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・中華風牛脛肉と空豆のとろみスープ、ジュン 
 サイ添え 

・鰆のムニエル、春野菜添え、ヴィエルジュ 
 ソース 

・桜風味のストロベリーブラマンジェ、ミルク 
 チョコレートソース 

・ブレッド ・コーヒー  

 
♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪    

東日本大震災義援活動 

「チャリティバザー」へ商品ご提供のお願い「チャリティバザー」へ商品ご提供のお願い「チャリティバザー」へ商品ご提供のお願い「チャリティバザー」へ商品ご提供のお願い    
 日本スワップミート協会が活動している
「R.V.E.C.運動」の一環で「Swapmeet in 花博公
園」が5月8日に開催されます。当ＲＡＣがこれに出
店し収益金を震災義援金として寄付する予定で
す。出店商品のご協力をお願い申し上げます。 

※食料品全般は取扱いできません。 
※できましたら4月中にご連絡頂ければありがた 
 く存じます。宜しくお願い申し上げます。 

【問い合わせ先】 

大阪天満橋ＲＡＣ 浅井麻利子 

携帯電話 090-7344-8913 

ＦＡＸ  06-6850-9116 

Mail：mariko_a0622@msn.com 


