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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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新世代のための 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2081回）
２）ソング
それでこそロータリー
３）卓 話 「宇宙飛行士・
日本航空123便墜落事故」
大阪経済法科大学客員教授
元科学技術庁長官
近江 巳記夫 様
溝手 悟会員紹介
４）ロータリー財団100
４）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

☆☆ ９月度の結婚記念日 ☆☆
森本 章裕

中村 修

梅本 知秀

中野 格
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは。台風一過、少しは涼しく
なる気配が出てまいりましたが、猛暑の疲れは
これから出てきそうです。会員の皆様には夜は
早めに休まれ、引き続き健康管理にお気をつけ
いただきます様御願い申し上げます。
今日は９月９日、台湾におきましては本日建
国９９年目の９月９日という記念すべき日との
新聞記事が出ておりました。九＝チウは久＝チ
ウにつながるというお目出度い数字といわれて
いるようです。
先週、９月度は「新世代の為の月間」という事
でその意味、内容についてお話をさせていただ
きました。本日は、青少年奉仕委員会によります
月間記念卓話として、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今年度卒
業生、松川紘久君、花崎香菜子さんのお二人から
「私にとってのカウンセラー活動とは」と題し

次々週（９月３０日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング

（2082回）
証成寺の狸囃子

３）卓 話 「文字の話あれこれ PARTⅡ」
日本ペン習字研究会
副会長 成田 嵐石 様
中島 豊彦 会員紹介
４）10
４）10月度定例理事会
10月度定例理事会
て卓話をして頂きます。能勢のキャンプファイ
ナルセレモニーから１０日近くたちますが、当
日の感激と共に、子供達と過ごした４年間の思
い出、キャンプ生活で学んだ事を存分に語って
頂きたいと思います。
以下、ご報告です。
９月２日、Ｎｏ．１，２，６番テーブル主催に
よりますテーブル情報集会が開かれました。
例会では聞く事が出来ない貴重な政治の情報
も聞かせて頂き又、会長としてどうあるべきか
もご指導頂き大変有意義な時間を作って頂きま
した。お世話頂きましたテーブルマスター、髙田
会員、岡本会員、福原会員どうも有難う御座いま
した。
９月４日、交換留学生キャサリンを通学させ
て頂いております清水谷高校の学園祭に山本副
会長と行ってまいりました。丁度、キャサリンの
クラスの寸劇「白雪姫」が行われキャサリンも早
速劇の紹介役として出演しておりました。又、清
水谷高校には高校としては全国でも珍しい、フ
ル楽器構成のオーケストラ部がありまして部員
約１００名による交響楽の演奏は圧巻でありま
した。
９月５日には、ロータアクトクラブ主催によ
ります今年度第１回のクリーンハイクが大川沿

☆☆ 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
３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

68名
46名(58名)
22名
12名

いで行われました。総勢１７名の参加でしたが、
当ロータリークラブからは、岡本会員、松宮会
員、荒木ロータアクト委員長、荒木会員の奥様、
山村幹事、中村と６名が参加致しました。交換留
学生のキャサリンも参加してくれました。天満
橋から桜ノ宮まで２時間のゴミ拾いでしたが、
途中ボーイスカウトの子供たちのクリーンハイ
クともすれ違い共に道路清掃に貢献できた意義
深い奉仕事業でありました。猛暑の中、熱中症に
かかる参加者もなく全員無事目的地に集合でき
たことが何よりありがたい事でした。
又、９月８日にはゴルフ同好会によります第
１回中村会長杯ゴルフコンペが、勝見会員のご
紹介によりまして京都／田辺カントリーにて開
催されました。台風直撃の情報の中、申込者１９
名、１名の欠席者もなくスタート又、ラウンド中
は雨にふられることもほとんどなく全員ホール
アウトすることができました。めでたく北村修
久会員が優勝されました。あわせて、郡会長杯の
取り切り戦は、郡直前会長が勝ち抜かれ、杯を獲
得されました。ご両名、改めておめでとう御座い
ます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①2010-2011年度「ロータリーの友」英語版（1冊
525円）
が11月中旬に発行されます。
ご希望の方
は10月14日までに事務局までお申し込みくだ
さい。
②9月11日（土）開催の秋の家族会にご参加頂き
ます会員各位は、11：00開演ですので10：30に
は必ず「南座」前にご集合お願いいたします。
チケットならびにイヤホン・パンフレットを
配布させていただきます。
③新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
④本日18：30より№3.4テーブル情報集会が阪神
百貨店10Ｆ「 スコリオ」にて開催されます。
ご出席の方は宜しくお願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日は重陽の節句 もう74才 いや まだ74才
健康自祝
安田 義治
重陽の節句のお祝いとSAAの熱意に負けて。
南川 和茂
身内でおめでたがあり、先週欠席しました。申
し訳ございません。
二宮 秀造

）内は会員総数を基準とした値

9月9日の出席率
79.31％
４週間前（8月19日）の
メークアップを含む出席率 91.80％
メークアップ実施会員
0名（欠席者5名)
第一回中村杯 優勝自祝。
北村 修久
第一回中村会長杯ゴルフコンペで取切杯頂きま
した。感謝。
郡 悦清
昨日のゴルフ同好会、浅井会員、奥会員、そし
てにお世話になりありがとうございました。
中村 健輔
コンペ初参加で3等賞、感謝。
中村 修
郡 直前会長。取り切り戦優勝おめでとうござ
います。勝見先輩、大変お世話になりました。
福原 哲晃
ホームクラブ欠席のお詫び。
西浦 司
ゴルフ同好会より賞金ありがとうございまし
た。
溝手 悟
本日もニコニコ沢山ありがとうございます。
SAA一同
平成22
平成22年
22年9月9日

合計金

49,000円
49,000円

累計金

754,000円
754,000円

☆☆ 先週（9
先週（9 月 9 日）の卓話 ☆☆
新世代のための月間記念卓話
青少年奉仕委員会
「私にとってカウンセラー活動とは」
松川 紘久 様（ニックネーム：もりそば）

私は小学校時代よりボーイスカウト活動等の
ボランティア活動を続けており、大学に 入学
したときも何か新しいことをしたいと考えてい
ました。そんな時に、大学の授業中の勧誘活動で
キャンプカウンセラーのことを知りました。子
どもを連れてキャンプができるということに引
かれて説明会に参加しました。人数制限がある
ので参加できるかは分からないと言われていた
ので、能勢のキャンプカウンセラーに選ばれた

ことがとてもうれしかったです。
まだまだ何も分からず必死になって先輩たち
の後を追って色々なことを学んだCIT（１年目）。
初めての後輩ができて、今度は自分が教える側
の一人となり自分も学びながら教えたジュニア
（２年目）。３年目となり、キャンプ場のサイト
をまとめたり利用者の方との打ち合わせをした
りしたミドル。最後の年となり、後輩たちがより
よく活動できるように同世代で話し合い、後輩
からの相談などを受けたSir（４年目）。
共にキャンプカウンセラー活動を始めた仲間
が辞めたり、能勢の施設の閉鎖が話されたりと
残念なこともありましたが、この活動を通して
感じたこと、学んだ経験は私の大学生活をとて
も実りあるものにしてくれました。
私にとってカウンセラー活動とは代わるもの
の無い大切な経験です。
「私にとってカウンセラー活動とは」
花﨑 香奈子 様（ニックネーム：ラムネ）

私にとって4回目となる今シーズンは新たな
発見の多い夏でした。
今年の主催キャンプではプログラムディレク
ターというキャンプの中心となる役割をしたの
ですが、この事で今まで一緒にやってきた仲間
の力の大きさを実感しました。
またキャンプ場に来られる利用者さんの対応
では、歌で迎えたり、朝の集いをするなど、出来
る限りの工夫をしました。そうすると多く関
わった分だけ、「ありがとう」と言ってもらえま
した。
CIT（１年目）からシニア（４年目）になるま
でに先輩や職員さんに教えて頂いた山の楽し
さ・仲間の大切さ、同期で築き上げた信頼関係、
利用者さんや子ども達の笑顔、全てが今シーズ
ンを迎える力となりました。
しかし、私達にはどうにも出来なくて辛いの
は野外活動センターがなくなってしまう事で
す。後輩達にも山（キャンプ場）で最後まで活動

して欲しかった。もっと多くの利用者さんに野
外活動センターを好きになってもらいたかった
という気持ちでいっぱいです。
野外活動センター最後の夏季シーズンは終
わってしまいましたが、９月以降も最後まで、大
切な場所で大切な仲間と、利用者さんに楽しい
時間を過ごしてもらえるよう全力で活動してい
きたいと思います。
私にとってカウンセラー活動とは、人から元
気をもらえる活動、大切な仲間を得られる活動
です。
No.３・４テーブル情報集会
No.３・４テーブル情報集会
平成22年9月9日午後６時半より、
阪神百貨店
店梅田本店１０階のスコリオにおいて、中村会
長及び山村幹事をお迎えし、No.３・４テーブルの
坂本会員、在本会員、内田会員、西浦会員、目幸
会員、並びにテーブルマスター木村及び高良の
９名で情報集会を開催致しました。
中村会長のご挨拶及び乾杯のご発声の後、イ
タリア料理を頂きながら、昔のロータリー、健
康、趣味、大阪言葉等々、例会ではなかなか話す
ことができない多様な話題で盛り上がり、最後
に坂本パスト会長に締めの御挨拶を頂きまして
閉会致しました。
ご出席頂きました皆様のご協力に感謝致しま
す。

♪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♪
１０月 第１例会のお知らせ
日 時：１０月１０日（日）8:00～20:00
内 容：「１１ｔｈ 天満音楽祭」
※スタッフとして運営に携わります
（担当：理事会）
場 所：OAPﾀﾜｰ24F、じゃず屋 等 天満周辺
登録料：RC 無料
登録先：幹事 山西 健介 090-6824-9325
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：１０月１日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー ・ミックスサラダ ・コーヒー

★★ 秋の家族会 ★★
海老蔵の凱旋公演

に移動して、中村健輔会長から挨拶を聴きまし
た。その場で、弁当とお茶の配給をし、食事をし
たり、写真を撮影したりして、劇場に戻りまし
た。
会長からは『鼓月』のお土産をいただき、パン
フレットと一緒にお持ち帰りいただきました。
素晴らしい日本の伝統文化に心行くまで酔い
しれた半日でした。
親睦活動委員会

親睦活動委員会は、９月１１日（土曜日）、秋
の家族会として、京都・南座の歌舞伎鑑賞を実施
しました。今最も“旬”といえる歌舞伎俳優の市
川海老蔵のロンドン・ローマ公演の凱旋興行で
す。
演目は通し狂言『義経千本
桜』の昼の部です。海老蔵は義
経の家臣・佐藤忠信と平知盛を
演じます。勇壮な荒事と優美な
舞踊を見せます。踊りの相方は
日本一の女形の坂東玉三郎で
す。
大阪天満橋ＲＣの参加者は６７名。内訳は、会
員２８名、家族３４名、ＲＡＣ３名それに来日交
換留学生と引率の先生です。残念ながら、３名が
家族の急病で当日欠席になりました。参加者の
席は花道を挟んで、舞台から１２列目までで、芝
居を楽しんでいただきました。
一回目の幕間に、参加者全員が劇場を出て四
条通りの向かいのレストラン『菊水』３階宴会場

ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
８/27 残
高
９/９ 受
入
現 在 高

68円
118円
186円

野 一郎

それでこそ ロータリー

東京 ＲＣ 矢

一、 ど こ で 会 っ て も

やあと言おうよ

見 つけ た 時 に ゃ

お いと 呼ぼ う よ

遠 い時 に は

手を振 り合 おう よ

それ でこそ

ロー ロー ロー タ リ ー

二、 笑 顔 笑 顔 で

語り合 おう よ

心心 で

結 び合 おうよ

み ん な 世 の為

働き合 おうよ

それ でこそ

ロー ロー ロー タ リ ー

