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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

ＦＥＢＲＵＡＲＹ ２３ ２０１２ ＮＯ．２１４６
世 界 理 解 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（３月１日）のお知らせ

１）例 会 （2146回）
２）ソング 七つの子
３）卓 話 「近年の労働トラブルについて」
大阪府社会保険労務士会
副 会 長 土橋 純二郎 様
宮下 佳昭 会員紹介
４）3
４）3月度定例理事会

１）例 会 （2147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 「 高等学校あれこれ 」
大阪市立都島工業高校
前校 長
桒根 美津子 様
溝手 悟 会員紹介

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様こんにちは、IM第６組のガバナー補佐、佐
藤俊一様、同じくガバナー補佐エレクトの平田
達男様を初め来訪ロータリアンの皆様、ようこ
そお越し下さいました。どうぞごゆっくりお過
ごし下さい。ガバナー補佐の佐藤様、ガバナー補
佐エレクトの平田様には、後ほどご挨拶お願い
申し上げます。
さて立春も過ぎ梅の香りが漂う時節、大阪天
満宮の星合の池（通称：亀の池）の庭園では、私
たちのクラブが寄贈しました梅ノ木が１本満開
です。そこの茶店での天然の梅ジュースは、すご
く美味しかったです。
ところで、今後のスケジュールですがまだま
だ多いので、本日は会員の皆様にご連絡したい
と思います。
（１）新世代奉仕委員会の事業として、
２月に大阪市青年功績賞授与式
３月に大阪府青年功績賞授与式
（２）国際奉仕委員会事業として、
２月タイ国WCS事業
３月台北陽明ロータリークラブ３５周年記
念セレモニー
（３）社会奉仕委員会事業として、
４月北区老人会を天満天神繁昌亭にご招待
６月日本赤十字社献血協力

（４）会員の親睦事業として、
３月１日大阪天満宮にて観梅会
（５）親睦活動委員会事業として、
４月春の家族会
（６）４月、地区協議会が開催されます。
（７）親睦ゴルフ会は４月、６月に開催。
担当される各委員会のご努力に、
深く感謝申し
上げます。
以上大変多くの行事がございますが、積極的
な参加を宜しくお願い申し上げます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「春のライラ（初級）」開催のご案内を本日お
配りしております。
②「2012～2013年度版 ロータリー手帳」申し込
みのご返事を事務局までお願いいたします。
③大阪天満宮観梅の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
④№2.4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。
⑤№6.7.8テーブル情報集会が本日18：00からヒ
ルトン大阪4Ｆ「銀の間」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。
⑥次週例会前11：00から3月度定例理事会を開催
いたします。本日ご案内をお配りしておりま
すので関係各位宜しくお願いいたします。
⑦本日例会終了後、第3回被選理事会を10Ｆ「京
都の間」にて開催いたします。関係各位宜しく
お願いします。

☆☆ 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

１名
２名
０名
０名

会員総数
66名
会員出席
47名(56名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
9名

⑧本日、ロータリー財団100万ドルミールを実施
いたします。ご協力の程お願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の拙なき卓話宜しくお願い申し上げます。
国際奉仕委員会
佐藤ガバナー補佐のご来訪を歓迎します。
重里 國麿
佐藤ガバナー補佐の御来訪、ありがとうござい
ます。
中村 健輔
来週のタイ・アユタヤＷＣＳ事業、ご参加の皆
様ご苦労様です。お気をつけて！ 川原 和彦
結婚記念日自祝、金婚式も近づきました。
重里 國麿
結婚記念日を自祝して
藤井 弁次
結婚記念日自祝
成松 正和
歓迎会、開いていただき、ありがとうございま
いました。
勝見 茂
流行に敏感な私はｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞにかかってしまい、
先週の例会を欠席してしまいました事のお詫
び。
永田 秀次
平成24
合計金
41,000円
平成24年
24年2月16日
16日
41,000円
累計金 1,981,000円
1,981,000円

ご挨拶 佐藤俊一ガバナー補佐
平田達男ガバナー補佐エレクト

☆☆ 先週（ 2 月 16 日）の卓話 ☆☆

2月16日の出席率
83.93％
４週間前（1月26日）の
メークアップを含む出席率 90.16％
メークアップ実施会員
4名（欠席者10名)
このプロジェクトは「白内障手術プロジェク
ト（Ｃａｔａｒａｃｔ Ｓｕｒｇｅｒｙ Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ）と称されます。最初の年度はフラ
フットバット総合病院（Ｐｈｒａｐｈｕｔｔｈ
ａｂａｔ ＧｅｎｅｒａｌＨｏｓｐｉｔａｌ）
にて行われ、昨年と今年はスパミタ病院に実施
致します。

☆☆ №６・７・８ﾃｰﾌﾞﾙ情報集会 ☆☆
２月９日（木）午後６時より、ヒルトン
大阪４F「銀の間」において、No６・７・８
テーブル情報集会が開催されました。
会員１２名に加え米山奨学生の厳暁全さ
んが参加され、浅井副会長のご挨拶の後、
橋本会員の乾杯の音頭に引き続き、おいし
い中華料理に舌鼓を打ちながら楽しいひと
時を過ごしました。
場所の設営等でお世話になった西村会員
をはじめ、参加してくださった皆様、本当
にありがとうございました。
テーブルマスター一同

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・コーンクリームチャウダー
・ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレラ
チーズ添え、トマトデミグラスソース
・林檎のコンポート、シナモンアイスクリーム添
え
・ライス
・コーヒー

作詞
野 口 雨情

作曲 本居 長世

なぜ啼 く の 烏 は山に

七七七七 つの子子子子

烏

可愛 い七 つの子があ るから よ

可愛 い 可愛 いと 烏 は啼 く の

可愛 い 可愛 いと 啼くんだ よ

いい子だ よ

山 の古巣 へ い って見 て御覧

丸 い眼を した

「タイでのＷＣＳ事業について」
国際奉仕委員会
当クラブは２００９～２０１０年度の郡会
長・鍬田副会長・梅本幹事・浅川国際奉仕委員長
時にタイ国でのＷＣＳ事業を開始されました。
事業背景はタイでは多くの農民や村人が極度の
日光及び紫外線に晒され白内障を含む健康問題
が生じております。一方貧困に加えて地方の病
院では眼科医不足と医療設備不足により５年以
上先まで治療待ちの状態である為、多くの農民
が失明しております。タイ国全体では約１２万
人以上もの白内障手術を待つ患者がいます。そ
こでタイ国３３５０地区のプラナライロプブリ
（Ｐｒａｎａｒａｉ Ｌｏｐｂｕｒｉ）ＲＣ及
びシーロム（Ｓｉｌｏｍ）ＲＣの二つのホスト
パートナーＲＣと共同で貧困農民らの視力回復
プロジェクトを開始したのです。

）内は会員総数を基準とした値

