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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

ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ ２ ２０１０ ＮＯ．２０７９
新世代のための 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2079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 新入会員自己紹介
「私の人生、きのう、きょう、あした」
中村 修 会員
09－10年度青少年交換派遣学生帰国報告
「一年間のアメリカ生活で学んだこと」
駒谷 瑞穂 様
青少年交換委員会

☆☆ ９月度のお誕生日 ☆☆
2日
16日
20日
24日

在本 茂
中村 健輔
寺村 清
南川 和茂

9日
18日
21日
26日

安田 義治
宇野 稔
髙田 肇
福井 興

☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆
18ヵ年 中村 健輔
11ヵ年 山村 朋史
6ヵ年 永田 秀次

12ヵ年 川原 和彦
9ヵ年 梅本 知秀
5ヵ年 森本 章裕

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
中川 政照

寺内 清視
(以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様ようこそお越し頂きました。
本日はＲＩ第２６６０地区松本新太郎ガバ
ナーに公式訪問として当クラブにお越し頂き、
先ほど、理事、役員との懇談会にて貴重なご助
言、ご指導を賜りました。又、後程卓話の時間に
ご講話頂きます。松本ガバナー宜しくお願い申
し上げます。

次週（９月９日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング

（2080回）
四つのテスト

３）卓 話 新世代のための月間記念卓話
「私にとってのカウンセラー活動とは」
大阪府立総合青少年野外活動センター
キャンプカウンセラー 松川 紘久 様
キャンプカウンセラー 花﨑香菜子 様
青少年奉仕委員会

さて、夏の風物詩であります全国高校学校野
球選手権の決勝戦が８月２１日に行われ、沖
縄／興南高校が史上６校目、１２年ぶりの春夏
大会連覇の偉業を成し遂げました。真紅の優勝
旗を始めて沖縄に持ち帰りましたが、沖縄の皆
さんを心からお祝いしたい気持です。
新聞の記事によりますと、決勝で敗れた東海
大相模高校の門馬監督の話として、
「招待試合で
沖縄へ行き興南高校の合宿所に泊めてもらった
時、興南高校の選手の所作、生活態度に、プレー
だけではない強さを感じ脱帽しました」と書い
てありました。私にも、ピンチの際にも動じない
島袋投手の笑顔で落ち着いた姿が印象的でし
た。
先週例会には会員委員会によります“会員増
強バズセッション”で会員の皆様より活発な発
言、御協力を頂き有難う御座いました。松本ガバ
ナーからも、各クラブ最低１名純増というご指
導を頂いております。会員の皆様から出してい
ただいたアイデアを大いに取り入れて皆様と共
に会員増強に真剣に取り組んでゆきたいと考え
ております。

☆☆ 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

６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

68名
50名(61名)
22名
11名

次に、８月１９日に来日しました交換留学生
のミス．キャサリンが例会に来てくれておりま
すので、後程木村青少年交換委員長よりご紹介
頂きます。
今後通学致します大阪府立清水谷高校へは、
８月２３日に初登校し先生方ともご挨拶、面談
を済ませております。又、今夕クラブ行事として
ウエルカムパーティが開催されます。多数の会
員の皆様の出席を御願い致します。
続きまして、８月３０日月曜日大阪府立総合
青少年野外センターにおきまして、キャンプカ
ウンセラーの“夏季キャンプファイナルセレモ
ニー”が行われます。大阪天満橋ロータリークラ
ブは１９６９年からこのキャンプカウンセラー
に青年功績賞を授与してまいりました。今年も
当日夕刻からですがクラブとして参加し功績賞
の授与式を行う予定でおります。大変感動的な
セレモニーでありますので、入会間もない会員
には是非参加して頂きたいと思います。宜しく
お願いいたします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①9月1日からロータリーレートが1ドル＝86円に
変更になります。（現行1ドル＝88円）
②「ＲＩ第2660地区 2010～11年度 地区大会」
の出欠のご返事を事務局までお願いします。
記念イベント（東儀秀樹、古澤 巌コンサート）
へのご参加は席数に限りがありますのでお早
目にお申し込みお願いいたします。
③9･10月卓話予定表をお届けしています。
担当に
なられました方は3週間前までに卓話のテー
マ及び卓話者を事務局までお願いいたしま
す。
④№1・2・6テーブルならびに№3・4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。
⑤本日18：30より青少年交換来日学生Katherine
Reida さんのウエルカムパーティーが大阪東
急イン2Ｆ「メイプルルーム」で開催されます。
ご出席の方は宜しくお願いいたします。
⑥8月30日（月）に大阪府立総合青少年野外活動
センターの「ファイナルセレモニー」におきま
して青年功績賞授与式を行ないます。ご出席
の方はよろしくお願いいたします。
⑦本日例会終了後、10Ｆ「京都の間」にて9月度
定例理事会を開催いたします。

）内は会員総数を基準とした値

8月26日の出席率
81.97％
４週間前（7月22日）の
メークアップを含む出席率 88.14％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日よろしくお願いします。
松本新太郎
9/2ﾛｰﾀｰｱｸﾄについて御指導いただきます。よろ
しくお願いします。 大阪中之島RC 嶽下 勇治
松本ガバナーのご来訪を心から歓迎申し上げま
す。 RI2660第6組直前ガバナー補佐 重里 國麿
松本新太郎ガバナーの御来訪を心より歓迎。感
謝致します。
中村 健輔
松本ガバナー、池尻地区代表幹事ようこそお越
しくださいました。
福原 哲晃
松本新太郎ガバナー心から歓迎申し上げます。
山村 朋史
交換留学生Missキャサリン大阪天満橋ロータ
リークラブへようこそ。日本を楽しんで下さ
い。
中村 健輔
今夕、東急イン6:30より留学生の歓迎パーティ
があります。今からでも間に合いますのでよろ
しく。
青少年交換委員会委員長
キャサリン天満橋ＲＣへようこそ。 山村 朋史
衣斐、川原両会員に大変お世話になりありがと
うございました。
橋本 守之
娘の芹菜はミズーリ州で元気にしております。
山村 朋史
健康自祝
中村 修
松本新太郎ガバナーをお迎えして。ＳＡＡ一同
平成22
平成22年
22年8月26日
26日

合計金

84,000円
84,000円

累計金

593,000円
593,000円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第２例会のお知らせ
日 時：９月２０日（月）14:50～17:00
内 容：「目指せ！新人王決定戦2010」
大阪東RACと合同でボーリングを行う
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：ラウンドワン 北心斎橋店
登録料： RC 4,000円
登録先：幹事 山西 健介 090-6824-9325
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：９月１０日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・茸のクリームスープ
・ポークフィレカツ
グリーンサラダ添え 味噌カツソース
・ミルクチョコレートに載せたチェスナッツ
アイスクリーム、フロマージュブランソース
・ライス ・コーヒー

☆☆ 先週（9
先週（9 月 2 日）の卓話 ☆☆
「ガバナー所感」
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
松本 新太郎 様

本日は「公式訪問」としておじゃまする機会を
いただき、大変うれしく思っております。さて皆
様には日頃より、ロータリー活動に様々な形で
ご尽力いただいており、誠にありがとうござい
ます。また第2660地区の活動にも多大なるご協力
を賜り、この場をお借りして感謝申し上げます。
皆様にはこれからもクラブ事業に、そして地区
の活動にも、存分にそのパワーを発揮していた
だきますことを期待しております。
100年以上の歴史を誇るＲＣにおいて、今年度
の一年間はわずか１小節に過ぎません。私は微
力ながらその１小節に全力を集中し、精一杯タ
クトを振ってまいりたいと考えておりますの
で、皆様もお一人おひとりの「音」を発していた
だきますよう、お願い申し上げます。
さて皆様もすでにご承知の通り、本年度のＲ
Ｉのテーマは「地域を育み、大陸をつなぐ」です。
レイ・クリンギンスミス会長は当初、実行目標と
して次の８項目を掲げられました。
１）平和と、紛争の予防と解決、２）疾病予防
と治療、３）水と衛生設備、４）母子の健康、５）
基本的教育と識字率向上、６）経済と地域社会の
発展、７）ポリオ撲滅、８）ロータリー財団への
支援。
以上の８項目ですが、実はこれが今年度の「す
べて」ではありません。ＲＩ会長の熱い思いはそ
の後も、さらに進化を続けています。ＲＩの規定
審議会では今年４月、第５番目の奉仕部門とし
て「新世代」が追加されました。また会長はＲＩ
の新しいビジョン「より大きく、豊かで、大胆に」
を打ち出されました。さらに「クラブのサポート
と強化」「人道的奉仕の重点化と増加」「公共イ
メージと認知度の向上」の３本柱からなるＲＩ
の長期計画も提唱されました。これらは「未来の
夢計画」として2013－2014年度から完全実施され
る予定で、すでにパイロット地区での試行が始
まっています。
このように、ロータリーをめぐる環境は今、世

界でめまぐるしく変化を続けています。私もガ
バナーとして、出来る限り鮮度の高い情報を皆
様にご提供してまいりたいと考えております。
皆様もどうか、常に最新の情報に敏感であり続
けていただきますよう、お願い申し上げます。
次に、我々の第2660地区の方針についてです
が、今年度のテーマは「ロータリークラブについ
てもう一度考えてみませんか」とさせていただ
きました。私はこの一年間ガバナーとして、ＲＣ
について、もう一度考えてみたいと思っており
ます。そして皆様にも、もう一度考えていただく
ことができれば、とも願っております。「なぜＲ
Ｃが誕生したのか」
「どうしてロータリーが世界
的な広がりを実現したのか」
「日本国内でもここ
までロータリーが普及した理由は何か」
「そして
何よりも、あなたはなぜ、ＲＣに入会したのか」
「なぜ、今もロータリー活動を続けているの
か」。こうした問いを背景に、もう一度原点を見
つめ直し、ともに前進していくことができれば、
と考えております。
具体的には次の９項目を挙げさせていただき
ました。
１）会長と委員長のリーダーシップに期待し
ます、２）クラブの活性化と相互交流の推進を図
ります、３）若者を育み、世代をつなぎます、４）
新しい仲間を増やします、５）健康と倹約に留意
します、６）地区への参加を推進しましょう、７）
自分にできる奉仕を、もう一度考えてみます、
８）ロータリー会員について、もう一度考えてみ
ませんか、９）地区大会・国際大会への参加、で
す。
これら９つの項目を通じてこの一年間、皆様
にロータリークラブについて、もう一度考えて
いただきたい。それが私の願いです。
私たちの奉仕活動は１年や２年といった短期
間のものではなく、あくまでも長期間にわたる
取り組みです。そういった意味も含め私はこの
１年間、全力を尽くし、次年度の岡部ガバナー・
エレクトに少しでも良い形でバトンをつないで
いくことができれば、と考えております。
「ロータリークラブについて もう一度考え
てみませんか」。
ただ漫然と前進を続けるだけではなく、時に
は立ち止まって初心に帰り、もう一度考え直し
てみる。そうして納得した上で、それからまた次
の一歩を踏み出せばいいのではないでしょう
か。「納得の一歩」の方が「無意識の一歩」より
もずっと力強いはずです。確かな足跡を残せる
はずです。そう信じております。
この一年、ともに力強く歩んでまいりましょ
う。本日はありがとうございました。

－能勢最後の青年功績賞授与式（8
－能勢最後の青年功績賞授与式（8 月 30 日）－
能勢大阪府立総合青少年野外活動センターに
おける最後のファイナルセレモニーが、好天に
恵まれて野外集会場で行われました。当クラブ
からは、中村会長、二宮会長エレクトを始めとす
る１３名が出席し、中村会長の挨拶の後、卒業を
迎える大学生キャンプカウンセラー１８名に対
し青年功績賞の授与を行いました。その後、ファ
イナルセレモニーのプログラムは、
「卒業カウン
セラー代表による授与御礼挨拶」、「各ランクか
らシーズンを振り返って及びソング」、「カウン
セラー代表挨拶（非卒業者）」、「カウンセラー
全員によるエール」、そして最後の「火舞い」
（今
年は火舞いの後に「宝」という文字に点火されま
した）と進み、能勢最後のファイナルセレモニー
は幕を閉じました。大学生のキャンプカウンセ
ラーの皆さんは、今年も我々に大きな感動を与
えてくれました。このような若者が育成され活
躍する場であり、日本における青少年育成のた
めの野外活動施設の草分けであり模範とされ、
１９６９年以来当クラブが卒業カウンセラーの
功績を表彰してきた大阪府立総合青少年野外活
動センターが、本年度限りで閉鎖されることに
なるのは、返す返すも残念でなりません。
最後になりましたが、青年功績賞の賞状作
成及び記念品についてお世話になりました井戸
会員及び中村会長、ファイナルセレモニー終了
まで取材して頂いた産経新聞記者のお世話を頂
きました橋本会員、並びに、能勢最後の青年功績
賞授与式に御出席頂きました会員の皆様に感謝
致します。
青少年奉仕委員会

－－ 青少年交換来日学生 －－

本年度の来日交換学生のキャサリン・レイダ
さんは、８月19日に来日後、21日は地区のオリエ
ンテーションならびに歓迎会に出席、
23日には清
水谷高校に初登校と日本での生活をスタートさ
せました。25日には、清水谷高校で午前中の授業
を済ませたあと、天満橋ＲＣの例会に初出席を
して、会員の皆様に上手な日本語で留学の目標
や抱負などを披露してくれました。

25日夕刻からは、梅田東急インにてクラブ主
催のウェルカムパーティが開催されました。
パーティは、お世話になる清水谷高校から南校
長先生他２名の先生、ホストファミリーの木村
委員長のご家族、山村幹事のご家族、目幸会員の
ご家族と天満橋ＲＣ14名の会員などの出席を頂
き、会長による歓迎のことばとお世話になる方
へのお願いとお礼の挨拶の後、当クラブの会員
で清水谷高校のＯＢを代表して岡本会員の乾杯
で始まり、楽しくにぎやかな会となりました。

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

つど

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

奉 仕 のののの理想

みく に

奉 仕 の理 想 に集 いし友 よ

な りわ い

御 国 に捧 げ ん

くおん

我 等 の生 業

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和
め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

とわ

永 久 に栄 え よ
我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

