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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 ☆☆
）例 会

（2082回）

２）ソング

証城寺の狸囃子

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

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様、こんにちは。
朝夕には少し涼しさも戻り、秋の気配が漂っ
てまいりました。皆様も夜はゆっくり眠られる
ようになられてきたのではないでしょうか。逆
に寝冷えにご注意下さい。
２週間にわたる民主党の代表者選挙もやっと
終わりました。我々国民にとりましては政府に
１日も早く、経済、財政、外交等の分野に真剣に
取り組んでもらい、より元気活力溢れる日本に
していってもらいたいものです。
先週例会のロータリーソングとして久しぶり
に「４つのテスト」が取り上げられました。この
「４つのテスト」は、ロータリー創立５０周年
（１９５４－５５）にＲＩ会長を務めた、ハー
バートＪ．テーラー氏が、１９３２年にある会社
の再建を依頼され、その時彼が全従業員が使え
る倫理の尺度として考え出したものといわれて
います。
１、 真実かどうか、２、みんなに公平か、３、
好意と友情を深めるか、４、みんなのためになる
かどうか＝言行はこれに照らして行うべし。
当初は産業活動、商取引におけるロータリア

次週（１０月７日）のお知らせ
１）例 会

（2083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
３）卓 話 米山月間記念卓話
「日本留学で得たこと、そしてこれからのこと」
米山奨学生 李

蒙 様

米山奨学委員会

ンの言行自己評価のためのテストとして使われ
てきましたが、２００４年のＲＩ規定審議会に
おきまして、職業奉仕の理念を端的に表すもの
として、この「４つのテスト」が明記、決議され
ました。重里パストガバナー補佐は「しみこみ」
として頭に入れておけば、「４つのテスト」は覚
えられるといっておられます。この機会に、会員
の皆様もお仕事の場においてそしてロータリー
クラブ活動において自分を見つめなおす判断基
準として考えていただければと思います。
先週、９月１１日は当クラブ秋の家族会とし
て、歌舞伎「義経千本桜」鑑賞を京都／南座で行
い、６７名の会員、ご家族、そしてロータアクト
メンバーにも参加していただきました。和やか
な雰囲気の中皆様のご協力により無事終了させ
て頂くことが出来有難う御座いました。又、お世
話頂いた親睦活動委員会、委員の皆様どうも有
難う御座いました。特に大変見やすい座席をい
ち早く確保して頂きました、松宮委員長には重
ねて御礼申し上げます。
私にとりましても久しぶりの歌舞伎でありま
したが、第３幕の「道行初音旅」の海老蔵、
玉三郎の華やかな踊りには、魅了圧倒されま
した。

☆☆ 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

２名
１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
47名(61名)
22名
14名

次に、来週９月２３日（木）は祝日の為、例会
はお休みになりますが、９月２５日に行われま
す姉妹クラブ台湾台北陽明ロータリークラブの
３４周年記念式典に参加、お祝いの気持ちを伝
えに参ります。会員１８名、ロータアクト会員２
名の総勢２０名で行って参ります。毎年続けて
おります友好交流の実を今年も挙げてきたいと
思っています。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①地区より
「変わるロータリークラブ第2660地区
の元気人」
（産経新聞掲載分の記事をまとめた
冊子）が届きましたので本日お配りしていま
す。
②三世代クラブ合同社会奉仕事業・合同例会の
ご案内を本日お配りしております。出欠のご
返事を必ず事務局までお願いいたします。
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次々週例会終了後「10月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させていただいてお
りますので関係各位宜しくお願いします。な
お、資料をご提出頂けます理事・役員は28日
（火）までに事務局までお願いいたします。
⑤本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願いいたします。
⑥次週9月23日（秋分の日）は定款により休会に
致させて頂きます。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日メイクアップでお世話になります。大阪天
満橋RCの皆様、よろしくお願いします。
横浜RC 犬塚 雅大様
２４度目の結婚記念日自祝
梅本 知秀
おかげさまで、20年目の結婚記念日を無事？迎
えることが出来ました。皆様に感謝！！
森本 章裕
松宮委員長はじめ親睦活動委員会の皆様、秋の
家族会有難うございました。
中村 健輔
初孫（長女に男の子）が生まれました。感謝
山本 喬一
先日の家族会で、松宮親睦活動委員長はじめ、
委員の皆様に、いろいろとご高配を賜り誠に有
難うございました。家内も喜んでおります。
坂本 一民
先日の家族会、大変お世話になりました。
橋本 守之

）内は会員総数を基準とした値

9月16日の出席率
77.05％
４週間前（8月26日）の
メークアップを含む出席率 88.52％
メークアップ実施会員
4名（欠席者11名)
情報集会の盛会に感謝して No,3、4ﾃｰﾌﾞﾙより
親睦活動委員会の皆様、秋の家族会お世話にな
りました。
石田 道夫
橋本会員ありがとうございました。 井戸 幹雄
本日もニコニコ沢山戴き有難うございました。
SAA一同
平成22
平成22年
22年9月16日
16日

合計金

55,090円
55,090円

累計金

809,090円
809,090円

☆☆ 先週（9
先週（9 月 16 日）の卓話 ☆☆
「宇宙飛行士・日本航空123
宇宙飛行士・日本航空123便墜落事故
123便墜落事故」
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
私は池田市生まれでちょうど国民学校４年の
時に終戦を迎えました。伊丹空港に近いことか
ら米軍のB29などの爆撃も経験しています。池田
中学から都島工業で建築を学び建築士として働
いた後、経済に興味を持ち関西大学２部に進学
しました。現在は関西大学の評議員また大阪経
法大学の客員教授をしています。
私は昭和38年に大阪市会議員となり42年1月に
31才で衆議院に初当選以来30年間議員を務めま
した。与党には10年間で1,2回しか質問をしない
議員もいる中で、私は国民の声を代弁するため
国会で520回質問をしました。500回以上質問をし
た議員はいまだにいないと思います。質問には
相当な下調べが必要でして議員時代はかなり忙
しい毎日でしたが、元気だったおかげでこれが
出来たと思っています。
昭和60年8月12日、出来ればJAL123便に乗ろう
と急いでいましたが、次々とお客さんが来訪し
結局６時10分すぎに空港に着いたためJAL123便
には乗れず、次の125便に乗ったので日航機墜落
の惨事を免れました。当時私は運輸委員会の副
委員長をしていましたので空港の自動着陸装置
など安全体制の整備を急いで行いました。2000年
に特派大使としてガテマラのボルテージョ大統
領の就任式したときは、国内のハプニングのお
かげで背広を着たまま現地に移動しましたが、
トランクが航空会社の手違いで届かなかったの
ですがケガの功名で着るものがないという難を
逃れました。帰りは飛行機を一便ロスへ戻りま
したが、予定通りの便では火山の爆発で長期間

も上げて頂きたくお願いいたします。
ロータリークラブがこのようなきちんとした
会合を続けられ常に前進しておられることはす
ごいことと思います。クラブの益々のご発展と
皆様のご健康ご健勝をお祈り申しあげます。

♪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）

ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
９/９ 残
高
９/16 受
入
現 在 高

186円
98円
284円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・お寿司盛り合わせ ・胡麻豆腐
・お味噌汁 ・コーヒー
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足止ところでした。
また、新幹線を乗り越して新神戸まで行って
しまったときは、神戸に泊まろうとしたところ、
翌日の予定のために泊まらず深夜に大阪に帰宅
した翌日は、阪神淡路大震災が発生し、ここでも
難を逃れました。私は常に議員・選良としての自
覚を持って働いてきたのおかげで、何か見えな
い力に守られて来たのではないかと感じており
ます。
私は科学技術庁長官をつとめたため宇宙飛行
士に会う機会があります。向井さんや若田さん
たち宇宙飛行士の方たちは、７名のチームで難
しい任務を遂行するために、まず大切なものは
チームのハーモニーでお互いの良い部分を見る
こと、次に他人に責任を転嫁しない自己責任の
完結、３つ目は何があっても最後は上手く行く
という楽観主義というのが彼らの共通した認識
でした。
今は政治も経済も低迷していますが、我々す
べてが自分の分野で創意と工夫をしてあきらめ
ることのない決心が大事だと思います。現代世
相は、心理学者セルマン氏が何事も自分が中心
で他を顧みない「ビッグアイ、スモールウィー」
と言っていますが、やはり必要なのは「絆」だと
思います。
ロータリークラブで皆さんが地域の人々に思
いを寄せ団結して行動されていることはすばら
しいことだと思います。特に皆さんが青少年に
関する事業を進められているとのことですが、
今の政治では教育や科学技術等に関する予算が
削られております。若者に夢や希望を与えるた
めに教育に力を入れるべきとの声を皆さんから

台北陽明ロータリークラブ創立３４周年記念式典参加
２０１０年９月２２日～９月２６日

国際奉仕委員会

９月22日出発の先発組８名と24日出発の後発
組12名の合計20名で参加してきました。両組の到
着時には、桃園国際空港までＴ．Ｋ会長はじめた
くさんの陽明会員のお出迎えを受けをました。

観光組、保安宮にて

先発組は23日に大理石の大渓谷で有名な台湾
東部海岸の観光地花蓮への１日観光を楽しんで
きました。
24日夕方６時半から、陽明ＲＣ友好クラブを
招いての歓迎会が開かれました。日本からは当
クラブの他に京都紫野ＲＣ、土浦ＲＣ、他の国か
らは、フィリピンマニラＲＣ、香港新界ＲＣそれ
に天満橋と陽明のＲＡＣも加わり大変にぎやか
な会となりました。

台北陽明ＲＣ Ｔ．Ｋ会長の歓迎挨拶
25日には、ＴＫ会長杯ゴルコンペ参加組と陽
明ＲＣに準備して頂いた市内観光に出かける観
光組、あとは自由行動組と３組に分かれて行動、
観光組は世界文化遺産の「保安宮」と「孔子廟」
を見学して来ました。

25日夕刻からは、福華飯店にて台北陽明ＲＣ
「３４周年記念式典」が開催されました。式典
は、Ｔ．Ｋ会長の挨拶で始まり、地区ガバナー、
親クラブ会長祝辞に続き、友好クラブのトップ
を切って天満橋中村会長がお祝いの言葉を贈り
ました。式典は大阪天満橋をはじめ海外から５

つの友好クラブ、台北市の各ロータリークラブ
からの参加があり、大変盛況なうちに執り行わ
れました。またゴルフ会の表彰では郡直前会長
が見事準優勝に輝きました。
帰国時にはホテルまで見送りに来て頂きまし
たが、来年は３５周年という区切りの式典にな
るのでまた大勢で訪台してくれるようにとの要
請もありました。
参加会員
中村健輔会長、郡直前会長、山本副会長、山村
幹事、衣斐、福原、石田、橋本、浅川、鍬田、
川原、梅本、成松、西浦、溝手、森本、中村修、
各会員および大矢国際奉仕委員長
大阪天満橋ＲＡＣ 染井会長、山西幹事

