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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
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ロータリー親睦 活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

（2116回）
見上げてごらん夜の星を

３）卓 話 「会長挨拶」
中村 健輔会長
４）7
４）7月度定例理事会（新旧合同）

＊＊ 会 長 挨 拶 ＊＊

「１年間のご協力に感謝して」
会長 中村 健輔
いよいよ年度末を迎える事となりました。こ
の１年間会員の皆様より暖かいご指導とご協力
を頂きました事に心より厚くお礼申し上げま
す。
誠に頼りない会長で御座いましたが、山本副
会長、山村幹事はじめ理事、役員、各委員会委員
長様に支えて頂き、何とか船出から港にたどり
着く事が出来ました。
本年度は、ＲＩ第２６６０地区松本新太郎ガ
バナーのテーマ「ロータリークラブについて、も
う一度考えてみませんか」のもと、当クラブの
テーマと致しましては「原点回帰」を掲げ「会員

次週（７月７日）のお知らせ
１）例 会 （2117回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「会長・副会長・幹事
・理事就任挨拶」
二宮 秀造会長ほか

本位のクラブ運営」を目指しました。ロータリー
の原点は例会にあるという認識のもと、会員の
皆様が進んで出席してもらえる雰囲気作り、例
会運営を心がけました。
週毎、月毎のロータリークラブ行事の意義説
明、奉仕活動の報告を出来る限り行い、会員間の
情報共有化に努めました。しかし、思いと現実は
かけ離れ充分会員の皆様に満足して頂けなかっ
た点が多々あったこと、ご容赦頂きたいと存じ
ます。
各委員会の皆様には、存分に活動をして頂き
ました。特に国際奉仕委員会では、昨年に引き続
きタイ国ＲＩ第３３５０地区の皆様とＷＣＳ事
業「白内障、眼鏡プロジェクト」を成功させる事
が出来ました。鍬田直前副会長には、タイ国との
連絡窓口、申請書類作成と大変なご努力を頂き
ました。又、社会奉仕委員会は、三世代クラブ合
同社会奉仕事業の企画立案、大阪市長居障害者
スポーツセンターへのＤＳＧを活用しての遊具
の寄贈など、例年に増して積極的な奉仕活動を
して頂きました。これも会員の皆様のご理解、ご
協力あっての事と感謝申し上げます。
今年度は２０１１年３月１１日、東日本にお
いて大震災が起こり多数の方々がお亡くなりに
なり又、大きな被害を受けられました。これらの
皆様に改めてご冥福をお祈りいたしますと共に

☆☆ 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

０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

67名
50名(60名)
21名
10名

お見舞いを申し上げます。今回は大地震に加え
大津波そして原子力発電所の放射能漏れと、１
０００年に１度といわれるような複合的大災害
が起こり、今も復興の目途が立っておりません。
この事態に対し、ＲＩ第２６６０地区として被
災地の方々に義援金を送る事が決定され、当ク
ラブにも協力要請がありました。当クラブと致
しましては会員の皆様に義援金寄付を御願いし
大阪天満橋ＲＣとして２００万円と、タイ国Ｒ
Ｉ第３３５０地区白内障支援プロジェクトチー
ムから寄付して頂いた３０万円を合わせて地区
に拠出致しました。この件に対します会員の皆
様のご理解、ご協力にも厚く感謝申し上げます。
会員増強につきましては、年度始め６８名で
スタートし純増２名の会員数７０名とすべく会
員委員会共々努力致しましたが、期中２名の減、
１名の増員（プラス１名入会承認済み）いう事で
目標を達成する事が出来ませんでした。私の不
徳の致すところと深く反省しております。その
他、気がつかない点が多くあり会員の皆様にご
迷惑をお掛けした部分が沢山あるかと存じます
が、ロータリーの友情でお許し頂ければと御願
い申し上げます。
最後になりましたが、改めて会員の皆様そし
て事務局の皆様のご協力に感謝申し上げます。
例会に欠席することなく１年間健康に過ごす
事ができましたのも、皆様に支えて頂いたお陰
と有り難く思っております。次年度の二宮丸の
ご活躍をお祈りし、お礼のご挨拶といたします。
誠に有難う御座いました。

＊＊ 幹 事 挨 拶 ＊＊
「一年間のご支援に感謝して」
幹事 山村 朋史
昨年７月１日タイ国第３３５０地区より７名
の方を初例会にお迎えして始まった幹事として
の一年も、本日でその任期を終えることになり
ました。
中村会長が掲げられた「原点回帰」のクラブ
テーマの下、会員本位のクラブ運営を心がけて
まいりましたが、会員皆さまの絶大なるご協力
を得て幹事の重責を果たすことができました
事、心より感謝いたします。本当にありがとうご
ざいました。

）内は会員総数を基準とした値

6月23日の出席率
83.33％
４週間前（5月26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
5名（欠席者13名)

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。
先週は例会がお休みでしたので、皆様と久し
ぶりにお会いできた感じです。
街を歩いていますと、ひまわりの花が目につ
くようになり、いよいよ夏本番が近づいて参り
ました。昨日６月２２日は夏至に当たり、１年間
で一番昼の時間の長い日となりました。これか
ら序々に昼の時間が短くなってゆきます。
井戸会員のご好意で、故勝見哲朗会員を偲ぶ
新聞をお届けいただき皆様のレターケースに入
れさせていただきました。改めて故勝見哲朗会
員のご冥福をお祈りいたします。
（財）米山奨学会から報告が届いております。
５月までの寄付金合計 １２億２００万円とな
り、前年同期比１．４％、金額にして１７００万
円の減という事です。年間８００人の奨学生支
援には本来 １４億５０００万円が必要とのこ
とで、地区より一層の協力を要請されておりま
す。しかし当クラブとしましては、地区目標の会
員１人当たり２万円を達成しておりますので、
これで充分かと思っております。尚、今回東日本
大震災に対し、韓国の米山学友 カン、ヨンチョ
ルさんから１００万円の義援金が世話クラブの
鎌倉中央ＲＣに送られてきたとの報告もありま
した。
昨日はロータアクトクラブの最終例会があり
ました。当ロータリークラブからも１３名の会
員の参加がありました。今年度も当ＲＡＣは、地
区年次大会において優秀クラブ賞第２位を受賞
するなど染井会長のもと積極的な活動をしてく
れました。荒木ロータアクト委員長にも大変ご
努力いただき有難う御座いました。次年度は濱
本新会長のもとでの活躍を期待したいと思いま
す。
地区より案内がきておりレターケースに入れ
させていただきました。「感染症“ポリオ”との
闘い」というタイトルで、インドにおけるポリオ
撲滅に対する地区ロータリークラブの取り組み
が、７月１８日（月＝海の日）昼１２：００－１
２：３０にテレビ大阪にて放映されるとの事で
す。皆様是非ご覧下さい。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①守口イブニングロータリークラブより10周年
記念誌が届きましたので事務局で保管してお
ります。
②「新旧理事・役員・委員長懇親会」ならびに「青
少年交換来日学生 キャットのフェアウエル
パーティー」の出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
③6月30日例会終了後「7月度定例理事会（新旧合
同）」を開催いたします。本日ご案内をさせて
いただいておりますので関係各位よろしくお
願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

あと1週間になりましたが中村会長はじめ理事、
役員の皆様ご苦労様でした。有難うございまし
た。
保倉 賢造
中村会長ご苦労さんでした。あと1週間です！
西井 幾雄
この度の中国黄龍九塞溝成都への旅、並びに台
北陽明ＲＣの親睦に多数の皆様、ご参加頂きあ
りがとうございました。
国際奉仕団
衣斐会員をはじめ国際奉仕団の皆様、今回の事
業では誠にお世話になりました。感謝！感謝！
中川 政照
一週間大変お世話になりました。国際奉仕団に
感謝。
中村 修
青少年交換の件で皆様にごめいわくをおかけし
ました。
井戸 幹雄
橋本さん、石田さん先日はありがとうございま
した。
内田 国雄
欠席おわびします。
溝手 悟
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6月23日
23日

合計金

デー。一卵性双生児の弟と間違ってプレゼント
されたチョコレートも受け取ってしまいます。
はい、詐欺罪が成立です。

46,000円
46,000円

累計金 2,859,090円
2,859,090円

☆☆ 先週（6
先週（6 月 23 日）の卓話 ☆☆
新入会員自己紹介
中島清治 会員
まずもちまして、この歴史と伝統のある大阪
天満橋ロータリークラブに入会させていただき
まして、誠にありがとうございます。
ちょっとしたことで人間は道を踏み外してし
まうものです。実は、皆さんの目の前にいる新人
の中島も、道を踏み外した人生を歩んできまし
た。
昭和43年９月に、滋賀の中島家の長男として、
生を受けましたが、一卵性双生児の弟の分の栄
養まで強奪して産まれました。強盗罪が成立し
てもおかしくありません。
中学3年生の卒業前の2月のバレンタイン

大学在学中、司法試験を目指しました。司法試
験が佳境を迎えた中で、就職活動も行いました
が、ある金融機関は、11月の東京の内定式に来れ
るよう、新幹線のチケットまで用意してもらい
ました。さぁ運命の10月末、司法試験に通った私
は、つい、このチケットを使って遊びに行きま
す。はい、横領です。
ここまでの罪を犯した私の性格を敏感に察し
た、法律事務所の上司は、更生施設に入れようと
画策しました。大阪天満橋ローターアクトクラ
ブです。ここで目覚めてしまいます。視野を広
げ、本業を割いて、友人と友情を育みます。さら
にさらに、私は、大阪青年会議所にまで入ってし
まい、さらに友情を育みました。
40歳を超えた今、この大阪天満橋ロータリー
クラブで、日々精進してまいりたいと思います。
いましばらく、新人の中島として、ご指導ご鞭
撻よろしくお願い致します。

－－今年度米山奨学生－－
４月より天満橋RCが世話クラブとなる米山奨
学生、厳 暁 全さんが例会に出席されました。
出身 中国 上海、大阪大学 修士課程

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
立 食 料 理

＊＊2010
＊＊2010～
2010～11年度
11年度 年間皆出席表彰＊＊
この１年間(対象は前年度６月24日例会から
今年６月９日例会まで)の例会出席優秀会員は
以下の皆様です。（敬称略）

次年度(
(20112011-2012)も、出席の重要性を再認識
2012)
して頂くと共に出席率の向上を図る趣旨で年間
皆出席者の表彰を下記の通り行います。

年間出席優秀新人賞

対象となる例会は、2011
20112011-2012年度の初例会か
2012年度の初例会か

中村 修

ら最終例会までです。
ら最終例会まで

ホームクラブ１年間皆出席
中島 康之

中村 健輔

西村 功

奥 崇

坂本 一民

髙松 貞彦

梅本 知秀

山本 喬一

安田 義治

メークアップを含む１年間皆出席
在本 茂
石田 道夫
郡 悦清
三谷 滋伸
成松 正和
高良 尚志
徳岡昭七郎

20112011-2012年度の年間皆出席者表彰について
2012年度の年間皆出席者表彰について

福原
川原
鍬田
中川
岡本
髙田
山村

哲晃
和彦
充生
政照
健
肇
朋史

井戸
木村
南川
中島
大矢
寺内

(1) 20112011-2012年度ホームクラブ皆出席表彰
2012年度ホームクラブ皆出席表彰
2011-2012年度の全ての当クラブ例会に出席
した会員
(2) 20112011-2012年度皆出席表彰
2012年度皆出席表彰
欠席した全ての当クラブ例会の前後２週間以

幹雄
忠夫
和茂
豊彦
平治
清視

内
（定款に規定された例外を除く）
にメークアッ
プを行った会員
なお、1)又は2)に該当しない場合は、その理由
にかかわらず（例えば出席規定免除の適用が
あっても）上記表彰の対象にはなりませんので
あしからず御了承下さるようお願い致します。
2011-2012年度会員強化委員会

20102010-2011年度
2011年度 地区国際奉仕・ＷＣＳ委
員会 ニュースレター第12
ニュースレター第12号（
12号（6
号（6月号）
より抜粋
「カンボジアのグラフィス診療所」が出来るま
「カンボジアのグラフィス診療所」
でを描いた、ドキュメンタリー映画「マジでガチ
なボランティア」が大阪にて2週間の上映決定！

見上げ てごらん夜夜夜夜 のののの星星星星をををを

永
六輔
作詞
いず みたく 作曲

５/12 残
高 2549円
６/23 受
入 296円
現 在 高 2845円

見上げ てごらん 夜 の星を
小さな星 の 小さな光が
ささや かな幸せをうた ってる

コインサービスの報告

手を つなごう ボクと
お いかけよう 夢を
二人なら 苦 しくなんかな いさ

ロータリー財団
米山奨学会

日 時：７月６日（水）19:15～20:45
内 容：「どうせやるなら壁は高いほうがい
い例会」
（担当：理事会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 8,000円
登録先：2011-2012幹事 中井 大輔
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：７月１日（金）

見上げ てごらん 夜 の星を
ボ クら のように 名もな い星が
ささや かな幸せを 祈 ってる

＜日時＞
7月30日（土）～8月5日（金）21：00
（1日1回上映）
8月6日（土）～8月12日（金）10：00
（1日1回上映）
＜場所＞
第七藝術劇場
〒532-0024 大阪市淀川区十三本町1-7-27-6F
TEL06-6302-2073 FAX06-6302-8820
詳細は → www.nanagei.com
＜料金＞
当日のみ一般1,500円 専門・大学生1,300円
シニア1,000円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第１例会のお知らせ

