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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

ＮＯＶＥＭＢＥＲ １７ ２０１１ ＮＯ．２１３３
ロータリー財団 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2133回）
友と呼べるのは
２）ソング
３）卓 話 「 二胡演奏 」
中国音楽家協会会員
二胡演奏家・作曲家 朱 啓高 様
目幸 文範会員紹介

☆☆ １１月度の在籍表彰 ☆☆
43ヵ年 福井 興
4ヵ年 西村 功

16ヵ年 椹木 勇

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
木村 忠夫

中野 格
（以上敬称略）

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
来訪ロータリアンの皆様、ようこそお越し下
さいました。お時間の許す限りどうぞごゆっく
りお過ごし下さい。
今月はロータリー財団月間です。記念卓話と
して、地区財団奨学金・学友委員会委員長牧尾晴
喜様より、「国際親善奨学金での留学とロータ
リー財団」という内容で卓話をしていただきま
す。どうぞご静聴の程お願いいたします。また、
牧尾委員長様におかれましては大変お忙しい中
本当に有難うございます。
ところで先週は蒸し暑い中、奈良県吉野天河
神社で水害復興祈祷式にお参りしてまいりまし
た。今週になってやっと秋らしく少し寒い季節
がやってまいりましたが秋が本当に短く、異常
な天候です。因みに紅葉は今月の末ぐらいから
見ごろとのことです。
また日曜日には、青少年交換来日学生マディ
さんが通ってまいす、大阪府立清水谷高等学校
創立１１０周年記念式典に参加してまいりまし
た。凡そ１５００人の多数の卒業生や在校生も
入り混じり大変にぎやかな式典でした。

次週（１１月２４日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2134回）
案山子
創立44周年記念卓話
「 回想（思い出の数々） 」
宇野 稔 会員
４）年次総会 次年度理事・役員選挙
５）12
５）12月度定例理事会
12月度定例理事会
次に理事会報告ですが、中島豊彦幹事から体
調不良でしばらくの間休会する旨の届出がござ
いまいした。誠に申しわけないのですが浅井副
会長に幹事を兼任していただく事に決まりまし
た。中島豊彦幹事が１日も早くお元気になられ
もどって来られることをお祈りいたします。
また、11月24日例会終了後の年次総会におきま
して次年度理事・役員選挙を行います。なお本日
までに立候補並びに候補者のご推薦がございま
せんでしたので、
先に指名委員会から指名されま
した次々年度会長候補者：在本 茂会員、
次年度
の副会長候補者：鍬田 充生会員・幹事候補者：
永田 秀次会員・会計候補者：岡本 健会員・理
事候補者：大矢 平治会員・郡 悦清会員・森本
章裕会員・橋本 守之会員・梅本 知秀会員の選任
のご審議をお願い致します。
最後に、（財）ロータリー米山記念奨学会より
在本 茂会員・浅井 顯一会員・橋本 守之会員・
西井 幾雄会員・奥 崇会員・宇野 稔会員・山村
朋史会員に米山功労者の感謝状が届いておりま
すので後程お渡し致します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①11月11日（金）・12日（土）に地区大会が開催
されます。地区より「地区大会当日のご案内と
お願い」が届きましたので本日お配りしてお
ります。ご出席頂きます会員は先日お送りし
ております名札を必ずご持参の程お願いいた
します。なお、12日の本会議にご出席の会員は
集合場所に12：30にお集まり頂きます様にお
願いいたします。

☆☆ 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

３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

67名
48名(62名)
21名
14名

②大阪天王寺ロータリークラブより東日本震災
復興支援企画のチャリティーコンサートのご
案内が届いております。詳細につきましては
掲示板をご覧ください。
③クリスマス家族会のご案内を本日お配りして
おります。多数の会員ならびにご家族のご参
加をお願いいたします。
④当クラブが共催しておりますシンポジウム
「スギ花粉を考える 参加のお願い」を本日
お配りしております。出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
⑤青少年交換派遣学生の長谷川さあやさんから
報告書が届いておりますのでお配りしていま
す。
⑥№6・7テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
⑦№2・4・5テーブル情報集会の出欠のご返事を
事務局までお願いいたします。
⑧№1・8テーブル情報集会が本日18：00～「くり
や 冬月」にて開催されます。なお、ご出席の
方に地図をお配りしております。
⑨本日例会終了後６F「写真室」にて創立44周年
記念写真撮影を行いますので宜しくお願いい
たします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

『スギ花粉を考える』ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに共催いただきあ
りがとうございました。当日は二宮会長様が座
長になっていただいております。ご参加の方も
よろしくお願いします。
大阪御堂筋RC
本日は卓話でお声かけいただきありがとうござ
います。よろしくお願いします。
大阪ﾈｸｽﾄﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 牧尾晴喜
牧尾様、本日のﾛｰﾀﾘｰ財団卓話どうぞよろしくお
願い致します。
在本 茂
11月度、ひとりぼっちの誕生日 自祝
川原 和彦
秋の家族会では中川親睦活動委員長はじめ委員
の皆様のご尽力に感謝して。
坂本 一民
10月末で大阪商工会議所議員を任期満了退任し
名誉議員に就任しましました。
井戸 幹雄
いつもご協力有難うございます。 ＳＡＡ一同
平成23
合計金
81,000円
平成23年
23年11月
11月10日
10日
81,000円
累計金 1,068,000円
1,068,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・茸のクリームスープ
・シャリアピンステーキ ガーリックとオニオン
風味のローストジュとリソレポテト添え
・栗のティラミス、黒スグリのソース
・ブレッド
・コーヒー

）内は会員総数を基準とした値

11月10日の出席率
77.42％
５週間前（10月13日）の
メークアップを含む出席率 87.10％
メークアップ実施会員
２ 名（欠席者10名)

☆☆ 先週（１１月１０日）の卓話 ☆☆
「国際親善奨学金での留学とロータリー財団」
地区財団奨学金・学友委員会
委員長 牧尾晴喜 様
ロータリー財団委員会
10年ほど前に、ロータリー財団の国際親善奨
学金にてオーストラリアのメルボルンへ留学さ
せていただきました。さまざまな国からの留学
生と交流しながら世界の動きを感じることがで
きたのは貴重な経験でした。現地でのロータ
リークラブの活動も、奉仕活動から例会・卓話の
方法にいたるまで、日本のロータリーと違いも
多くありました。もちろん、どちらが正しいとい
う訳ではなく、そのような多様性を理解したう
えで、自分の考えをしっかりと持つということ
が重要だと再認識しました。このように得難い
経験をさせていただきましたこと、ロータリア
ンの皆様に改めてお礼を申し上げます。
帰国後はお酒の席が好きだったこともあり、
当地区の国際親善奨学生の財団学友会
（PSC）
の会
長をさせていただきました。またそこからのご
縁で、財団学友を中心にして新しく結成された
大阪ネクストロータリークラブの創立会長を務
めました。
地区で委員長をさせていただき、改めて感じ
るのはロータリー財団での奉仕活動が非常に充
実していることです。私の体験談を通じてお伝
えした国際親善奨学金制度はそのうちのほんの
一部分ですが、ロータリー財団への理解を一層
深めていただくためのきっかけになれば幸いで
す。
以上

☆ №１・８テーブル情報集会 ☆

11月10日、北新地の割烹「くりや冬月」でテー
ブル№１・８の情報集会が開催されました。
少人数のささやかな情報集会でしたが、話が
大変盛り上がり楽しい一時を過ごすことが出来
ました。
特に、季節の旬の料理の中でも焼き蟹が出て
きて、蟹みそで頂いたのが大変美味でした。
参加者：在本会員、衣斐会員、橋本会員、川原
エレクト、鍬田会員、溝手会員、中村(修)会員、
岡本会員、奥会員、事務局
以上10名

