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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
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友情を深めるか
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ロータリー雑誌 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2109回）

２）ソング

夏は来ぬ

次々週（５月１２日）のお知らせ
１）例 会

（2110回）

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 「生活パターンを変えてみました」 ３）ソング 君が代・奉仕の理想
山田 雅浩会員
４）5
４）5月度定例理事会

４）卓 話 「腰痛について」
医療法人憲翔会 緑かなざわ整形外科
リハビリテーション科 科長 中尾 英俊 様
浅井 顯一会員紹介

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ゴ－ルデンウイークが近づいて参りました。
皆様いかがお過ごしのご予定でしょうか。
月曜日から昨日まで香港に行っておりまし
た。今もって香港でも日本の放射能漏れの
ニュースがテレビで連日報道されておりました
が香港の人はもう余りそのことを気にかけてい
ない様子でした。今回は香港で開かれるハウス
ウェアショーに当社も出展して日本の家庭用品
を紹介しました。香港始めアジアの国々は勿論、
中南米のバイヤーからも日本の家庭用品、価格
は高いが品質が良いという評価で積極的な商談
が進みました。日本は別にして世界的な景気の
よさを実感しました。
本日２００７－８にドイツからの青少年交換
留学生として当クラブでお預かりしました、
サンドラ・ヨッホハイムさんに例会に来ても
らっています。後ほど近況をお話して頂きます。
先週ゲストとして来てもらいました、中島清治
さんから正式入会希望の書類を提出してもらい
ました。来週理事会での審議を経まして会員の
皆様に告知をさせて頂きます。
３月３１日にお亡くなりになりました故勝見

哲朗会員の社葬の日が決まりご連絡を頂きまし
た。５月１１日（水）午後１時半から３時まで公
益社千里会館にて執り行われます。来週皆様の
レターケースにご案内を入れさせて頂きます。
会員の皆様多数のご参列を御願い致します。
今週土曜日には、来期の為の地区協議会が開
かれます。いよいよ来期に向けての活動が
本格化します。二宮会長エレクト始め来期理
事役員の皆様、大変でしょうがご準備宜しくお
願い致します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「2011－2012 ＧＳＥ派遣団募集について」ご
案内が参っております。詳細につきましては
掲示板のポスターをご覧頂くか、受付にパン
フレットも置いております。
②「2011－12年度のための地区協議会」が4月23
日（土）大阪国際会議場で開催されます。各部
門ご出席の方はよろしくお願いいたします。
③№1・4テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
④「新年度ロースターの原稿」提出の締め切り
が過ぎておりますので訂正のない場合もOKと
ご記入のうえ本日中に事務局までご提出お願
いいたします。ご提出のない場合はお配りし
ております原稿で掲載させていただきます。

☆☆ 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

１名
１名
０名
１名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

66名
49名(59名)
21名
10名

⑤「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。
⑥「2011～2012年度理事・役員・委員長懇親会」
の出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。
⑦№2・7テーブル情報集会出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑧本日18：00より№3・5・6テーブル情報集会が
「 華 蓮 」にて開催されます。関係各位宜し
くお願いいたします。
⑨次週例会終了後10Ｆ「京都の間」にて5月度定
例理事会が開催されます。本日ご案内をお配
りしていますので関係各位よろしくお願いい
たします。
⑩本日例会終了後、第4回被選理事会が開催され
ます。関係各位宜しくお願いします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

合計金

4月21日の出席率
83.05％
４週間前（3月24日）の
メークアップを含む出席率 86.67％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)

☆☆ 先週（4
先週（4 月 21 日）の卓話 ☆☆
「カンボジア教育の現状と未来」
公益財団法人CIESF 相談役
藤岡 俊雄 様
山田 雅則会員紹介

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いします。 山田 雅則
結婚記念日自祝
大矢 平治
結婚記念日自祝
山村 朋史
結婚記念日自祝
中村 健輔
結婚記念日自祝。51回目となりました。
井戸 幹雄
結婚記念日自祝
寺内 清視
本日もニコニコ有難うございます。 SAA一同
平成23
平成23年
23年4月21日
21日

）内は会員総数を基準とした値

36,000円
36,000円

累計金 2,476,090円
2,476,090円

☆☆ お帰りサンドラ ☆☆
サンドラさんは、当クラブの2007-08年度来日
交換留学生です、この度、日本の専門学校に留学
されます。ドイツは日本への渡航禁止になって
いる中、「日本が大好き」とご両親を説得し日本
語検定２級を取得されての来日です。これから
２年間日本で勉強されます。

約30年前、ポルポトという独裁者がカンボジ
アを支配し、カンボジア国内の医者や教師と
いった知識層をすべて抹殺してしまいました。
現在カンボジアの教師のレベルは、日本の小学
生並だといわれています。今カンボジアに最も
大切なことは、教育の質の向上です。公益財団法
人CIESFの支援活動
①【教育アドバイザーの派遣】
国境なき教師団は、日本の理数科の教師を、教
育アドバイザーとしてカンボジアの教員養成所
に、派遣します。未来の教師を育てている、養成
所の教員に、アドバイスをします。国境なき教師
団はCIESFによって設立された組織です。
②【教育大学・教育大学院プロジェクト】
カンボジアには60以上の大学がありますが、
教育学部がありませんCIESFでは、日本の大学と
協力して、王立プノンペン大学に教育学部を設
置する準備を進めています。
③【起業家育成プロジェクト】
現在のカンボジアの産業は農業中心でまだ十
分に基幹産業が育っていません。国を発展させ
るためには経済の発展が不可欠です。また経済
の発展により、貧困や貧困が引き起こす問題、就
学率の改善など少しずつでも解決していくこと
ができると考えています。
④【農業支援プロジェクト】
農業はカンボジアの経済基盤であり、国民の
約８０％が従事しています。農業技術が発展し

て収穫量が上がれば、農家の収入も増えます。農
業技術の発展は、カンボジアの子どもたちへの
教育支援につながります。
－大阪府立総合青少年野外活動センター
の時計塔の移設－
先般の例会において報告申し上げた通り、１
９９６－１９９７年度に大阪大手前ロータリー
クラブ及び大阪中之島ロータリークラブとの共
同事業として能勢の大阪府立総合青少年野外活
動センターに寄贈した時計塔が、同センターの
閉鎖に伴い、貝塚の大阪府立少年自然の家へ移
設されました。
この度、移設後の時計塔の写真が届きました
ので、掲載させて頂きます。
青少年奉仕委員会 高良 尚志

☆☆第３・５・６番テーブル情報集会報告☆☆
４月２１日午後６時より、プライムスクエア
心斎橋Ｂ１「華蓮（かれん）」において第３・５・
６番テーブル情報集会を行いました。出席者は、
中村会長、山本副会長、二宮会長エレクト、浅井
副会長エレクト、中島幹事エレクト並びに元青
少年交換来日学生サンドラさんを含む２１名で
した。
テーブルマスターを代表して石田パスト会長
が御挨拶を申し上げた後、山本副会長に御挨拶
頂き、福井パスト会長に乾杯の御発声を頂きま
した。
食事がある程度進んだところで、中村会長の
御挨拶に続いて本年度と次年度の各委員の委員
長・副委員長によりそれぞれ本年度の成果及び
次年度の抱負等をお話し頂き、最後に二宮会長
エレクトに中締めのご挨拶を頂きました。
各テーブルのメンバーにとって今期最後の情
報集会でしたが、御出席各位の御協力の下、委員

会活動及びその他の情報交換を行いつつ親睦を
深めることができ、大変有意義な情報集会に
なったのではないかと思います。あらためまし
て、御出席の各位に感謝申し上げます。
No.３ テーブルマスター 石田 道夫
No.５ テーブルマスター 高良 尚志
No.６ テーブルマスター 中川 政照

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
５月第１例会のお知らせ
日 時：５月８日（日）10:00～16:00
※５月４日（水）からの移動
内 容：「チャリティバザー
Swapmeet in 花博公園」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：花博記念公園鶴見緑地
水の館付属展示場
登録料：RC 無料
※別途入場料 大人￥300、小人￥100
登録先：幹事 山西 健介
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：４月２８日（木）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
５月第２例会のお知らせ
日 時：５月１８日（水）19:15～20:50
内 容：「橋村先生の最後の授業」
（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：５月１６日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・中華丼、ザーサイ添え
・野菜と卵のスープ
・コーヒー

「ロータリーの心と実践」（2010年10月改訂版）より抜粋
国際ロータリー第2660地区
2010-2011年度研修委員会
第3章 クラブの組織と諸活動

例会に出席した場合には、期間に拘束されずに
海外旅行中の欠席した例会の補填に有効と見な
されます。転勤による長期欠席の場合は、転勤
先の指定ロータリークラブと所属ロータリーク
ラブの合意があれば、ホームクラブの出席と同
様に扱われます（RC定款第９条第１節、第２
節）。出席補填は、訪問先での出席証明を受け
取り、自クラブに郵送または直接幹事に提出ま
たは申告することで完了します。

14.2 例会出席
例会出席は正会員の最も基本的な責務で、会
員がお互いに胸襟を開いて親交を深め、奉仕を
語り合う機会です。会員は、クラブで定めた前
半・後半の6ヶ月間に、自己の所属クラブで
は、それぞれ30％以上出席し、且つ、年間通算
の出席率は出席補填を含めて50％以上であるこ
とが必要です。また、例会は概ね1時間です
が、少なくともその60％は会場に止まる義務が
あります。

14.6 卓話
毎週の例会で後半の約30分間に、会員、また
は講師を招いて話を聴くことを卓話と呼び、
ロータリーの特徴の一つです。卓話者は、自己
の職業を通して社会に奉仕している専門的な話
やものの考え方、事業に対する取り組みなどの
他、ロータリーに関する話、ビジネスや社会の
動向、科学や教育･文化、気の張らない楽しい
話も含めて、会員にとっては知識を深め教養を
高め、情操を豊かにするようなテーマを選ぶこ
とが望まれます。「ロータリーの例会は人生の
道場である」と表現された方がおられますが、
友人との語らいや有意義な卓話を聴き、和やか
な雰囲気で例会に参加することはロータリアン
にとって何ものにも代え難い収穫となるでしょ
う。

「
夏 は来ぬ」

卯 う の花 の、匂う垣根 に

時鳥 ほととぎす 、早も来鳴きて

忍音 しのびね もらす、夏 は来ぬ

佐 々木信綱作詞

小山作之助作曲
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さ みだれ の、そそぐ山田に
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玉苗 たまなえ 植うる、夏 は来ぬ
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窓近く、蛍飛びか い

おこたり諌 いさ むる、夏 は来ぬ
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楝 おうち ちる、川べの宿 の

門 かど 遠く、水鶏 く いな 声して
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夕月すず しき、夏 は来ぬ

五月 さ つき や み、蛍飛びか い

水鶏 く いな 鳴き、卯 の花咲きて

早苗 さなえ 植えわたす、夏 は来ぬ
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14.3 出席の補填（メークアップ）
所属クラブの例会に出席できなかった場合に
は、例会前後の14日以内に他のロータリークラ
ブの例会に出席するか、理事会が承認した各種
活動、行事、すなわち、ローターアクトクラ
ブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社
会共同隊、ロータリー親睦活動の例会、RI国際
大会、規定審議会、国際協議会、各種ロータ
リー研究会、会合、地区の各種委員会、イン
ターシティ・ミーティング（IM）への出席で補
填することができます。また、他のロータリー
クラブのウエブサイトで平均30分の参加が義務
づけられている相互参加型の活動に参加するこ
とや会員が14日以上の海外旅行の途中で他国の
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