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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

ＭＡＲＣＨ ２２ ２０１２ ＮＯ．２１４９
識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

１）例 会

（2149回）
それでこそロータリー

３）卓 話 「 神宮・神社のはなし 」
橿原神宮 権宮司

次週（３月２９日）のお知らせ

松中 久 様

永田 秀次 会員紹介

２）ソング

（2150回）
ロータリー讃歌

３）卓 話 「昨今の労使間トラブルと企業防衛」
神戸労働法律研究所所長
特定社会保険労務士 八木 昌孝 様
森本 章裕会員紹介
４）4
４）4月度定例理事会

☆☆ ３月度の結婚記念日 ☆☆
永田
石田
川本
松宮

秀次
道夫
浩
清隆

郡 悦清
鍬田 充生
目幸 文範

荒木 幾夫
在本 茂
徳岡昭七郎
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 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。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。
今月は識字率向上月間です。ロータリーの友3
月号によりますと、全世界で7500万人の子供が教
育を受けていないこと、全世界で6億7700万人（16
歳以上）読み書きが出来ないことだそうです。
ロータリアンとして考えさせられます。
さて３月４日に、東大阪市立野外活動セン
ターで大阪府青年功績賞授与式が行われ、私と
浅井副会長、森本副委員長の３名で行って参り
ました。10名のボランティアの卒業式でした。
卒業式では、ご本人自身が青年功績賞受賞者
という、大阪府青少年活動財団の専務理事の高
橋様より、この功績賞受賞者で大林組に採用さ
れた学生さんの話をされました。本当に価値あ
る受賞で自信を持って社会に出て下さいと餞
（はなむけ）の話しがありました。

ところで。先週の例会で地区協議会担当一覧
表を個人ポストに入れております。当日は出席
のほどよろしくお願い致します。また3月10日午
後１時より2011－2012RI第2660地区第６組INTER
CITY MEETINGがホテルグランヴィア大阪であり
ます。大阪淀川ロータリークラブがホストで
テーマは「環境とエネルギー」です。ご出席お願
いします。
最後に公益財団法人ロータリー米山記念奨学
会より福原 哲晃会員に「米山奨学生カウンセ
ラー 感謝状」が届いております。後ほどお渡し
いたします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」
を本日お配りしております。なお、ご訂正のな
い場合もOKとご記入のうえ必ずご提出お願い
いたします。
②八尾ロータリークラブから創立50周年記念誌
をお届け頂きましたので事務局で保管してお
ります。
③3月10日（土）に第6組ＩＭがホテルグランヴィ
ア大阪にて13：00～開催されます。
（登録受付
は12：00～）
ご出席のご返事を頂いております
方々は宜しくお願い致します。
④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。

☆☆ 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
０名
０名
０名

会員総数
65名
会員出席
50名(57名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
7名

⑤「繁昌亭朝席」への出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
⑥本日№2・4テーブル情報集会が「中央電気倶楽
部」にて18：00～開催されます。ご参加の方は
よろしくお願いいたします。
⑦次週3月15日は定款により休会とさせて頂き
ます。なお、事務局もお休みにさせて頂きま
す。また、行事予定表で休会になっておりまし
た3月29日は例会を開催させて頂きます。
⑧事務局は3月22日に元の1713号室に引っ越しさ
せて頂きます。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

3月8日の出席率
87.72％
４週間前（2月16日）の
メークアップを含む出席率 87.50％
メークアップ実施会員
２名（欠席者9名)

☆☆ 大阪府青年功績賞授与式 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話宜しくお願い致します。義援金のご
協力お願いします。できれば一万円お願いしま
す。
山田 雅浩
結婚記念日自祝
郡 悦清
６ヵ月皆出席自祝
重里 國麿
ホームクラブ皆出席自祝。久しぶりです。
髙田 肇
在籍３３ヵ年自祝
井戸 幹雄
在籍２４ヵ年自祝
小澤 満
２４ヵ年在籍自祝
南川 和茂
２２ヵ年の在籍表彰自祝
二宮 秀造
１９ヵ年在籍自祝！
鍬田 充生
１９ヵ年在籍表彰自祝
寺内 清視
在籍１６ヵ年自祝
成松 正和
中野会員、先日はどうもありがとうございまし
た。
成松 正和
平成24
合計金
70,000円
平成24年
24年3月8日
70,000円
累計金 2,231,000円
2,231,000円

☆☆ 先週（ 3 月 8 日）の卓話 ☆☆
「 東日本大震災 について」
社会奉仕委員会
本日は、DVDをご覧頂きながら、TAKIBIカレーの
活動報告をさせて頂きます。
また3月4日(日)、岩手県山田町において、
TAKIBIカレーの活動を行いました。当日は、関西
でお馴染みの山本アナウンサーに取材され
「スーパーニュース」で取り上げて頂きました。
元天満橋RACの藤岡君他4名が参加しました。
本日の義援金は、TAKIBIカレーの活動資金にと
と考えております。宜しくお願いいたします、
☆☆ 東日本大震災義援金募金 報告 ☆☆
合計金額 ４０６,１５０ 円

ご協力有り難うございました。感謝!

於、東大阪市立野外活動センター

於、大阪府ドーンセンター
今年度の大阪府青年功績賞授与式は、3月4日
（日）東大阪市立野外活動センターと3月9日(金)
大阪府ドーンセンターで２回開催されました。
3月4日の授与式では、10名のボランティアが、
3月9日の授与式では、11名のボランティアに青年
功績賞を授与しました。
両日の授与式には、それぞれ会長以下総勢3名
で参加いたしました。
新世代奉仕委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・オレンジ風味のキャロットスープ
・プロシュート・コットと茸を詰めた若鶏、ジュ添
え プロバンサルトマトとフォンダンポテト
・ミントとホワイトチョコレートのアイスパル
フェ、フレッシュストロベリー添え
・ブレッド

・コーヒー

☆☆ №２・４テーブル情報集会 ☆☆
故 椹木 勇 会員を偲んで

３月８日(木)、北区の中央電気倶楽部にて
№２･４テーブル情報集会が開催されました。
二宮会長に加えて、井戸パスト会長の特別参
加をいただき総勢9名のコンパクトな会合にな
りました。二宮会長のご挨拶、井戸パスト会長の
乾杯のご発声で和やかな内に始まりました。今
回はとくに勝見 茂会員が始めての情報集会
で、お父上の思い出話、ご先輩方から温かい励ま
しのお言葉が相次ぎました。
会長のお取次ぎで心の篭ったお料理に、それ
ぞれお好みのお酒を酌み交わし、終始笑いの絶
えない楽しい情報集会でした。
二宮会長、井戸パスト会長またご参加の皆様
ありがとうございました。
№2・4 テーブルマスター

世界ローターアクト週間

それでこそ ロータリー

野 一郎

３/１ 残
高 2273円
３/８ 受
入 600円
現 在 高 2873円

東京 ＲＣ 矢

コインサービスの報告

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

ロータリー財団
米山奨学会

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

1993年、ＲＩ理事会は、ＲＡの創立25周
年を記念して、3月13日を含む1週間を、
「世
界ローターアクト週間（World Rotaract
Week）」に指定しました。
各ＲＣには、地元のＲＡＣとの共同プロ
ジェクトや、親睦活動に参加するよう、呼
びかけを行っています。参加により、ロー
タリアンは、ローターアクターから、若い
エネルギーや、新しいアイデア、労力を得
ることができますし、ローターアクター
は、ロータリアンから深い知識や経験を学
ぶことができます。

３月８日、例会が終わってから浅井副会長(幹
事代行)から、椹木 勇会員のお姿がここのとこ
ろ見えないので消息を聞いて欲しいという依頼
がありました。
そこで私は、
会社に戻り京都のご
自宅に電話しましたら、女性のお声で、
「父が大
変お世話になりました。」
という言葉を聞きまし
た。そのお言葉を聞いた瞬間、私は「何かあった
のですか？」とお聞きしたところ、
「３月１日に
亡くなりました。密葬で、
どなたにも連絡してい
ない」とのことでした。また、
「お誕生日のお祝
いやクリスマスの景品を大変喜んでいました。」
とお話下さいした。
突然の訃報で驚きました。
「大阪天満橋ロータ
リークラブの皆様によろしくお願いします。」
と
のことでした。
会報でのお知らせと、
椹木 勇会
員を偲んで本日例会で黙祷を捧げたいと思いま
す。
大阪天満橋ロータリークラブに在籍１６年、
椹木 勇会員は医師としての職業奉仕を全力で
注がれました。大阪天満橋ロータリークラブで
の活動は地味でしたが、存在感は大きく、
さすが
に医学の道を極められた「大先生」でした。
平成１７年より体調が不調でOMMメディカル
センター長をご退任され、現在までOMMメディカ
ルセンターの評議員としてご活躍されていまし
ただけにご逝去は残念でなりません。
椹木 勇会員のご冥福を心よりお祈り申し上
げます。
会長 二宮 秀造

ロータリーの先駆者<
ロータリーの先駆者<日本編>
日本編>
米山 梅吉（よねやま うめきち）（
うめきち）（1868
1868～
1946）
1868
～1946
）
日本のロータリーの創始者。よって、日本ロータリーの父「Father
of Rotary in Japan」と称されます。
1868年2月4日、大和国高取藩の和田氏の三男として東京に生まれ、
父の死後、母の故郷の静岡県長泉（現米山梅吉記念館の所在地）に移
り、中学生まで、ここで過ごします。1883年上京し、1887年、米山家
に養子として入籍。同年渡米し、学問を修め1895年帰国後、三井銀行
に入行しました。
その後1918年の渡米中、ダラスロータリークラブ（ＲＣ）のロータ
リアンになっていた福島喜三次の紹介により、彼はロータリークラブと出合いました。そし
て帰国後の1920年10月、米山梅吉は東京ＲＣを創立し会長に就任しました。幹事は福島喜三
次です。
これが、日本のロータリークラブの第一歩となりました。その後、彼は1924―26年度国際
ロータリー（ＲＩ）のスペシャル・コミッショナー、1926―27年度ＲＩ理事（日本人初）、
1928－31年度第70地区（当時）ガバナーなどを歴任しています。
文筆に優れた彼には、ロータリー関係の主な翻訳書に、ポール・ハリスが著した『ロータ
リーの創設者ポール・ハリス』、『ロータリーの理想と友愛』（原題は『This Rotarian
Age』）があります。
また1952年、東京ＲＣは彼の功績を記念し、日本で学ぶ外国人留学生に対して支援を行う
「米山奨学制度」を構想しました。現在の「ロータリー米山記念奨学会」です。彼は1946年4
月28日、長泉にて逝去。お墓は記念館近くと横浜市の総持寺の2か所にあります。

ロータリーの先駆者<
ロータリーの先駆者<日本編>
日本編>
きそじ）（1881
1881～
1946）
福島喜三次（ふくしま きそじ）（
1881
～1946
）
日本人第1号のロータリアン。そして、ロータリークラブを米山梅
吉に紹介し、彼とともに日本にロータリークラブを創設した人。佐賀
県の有田出身。
三井物産に勤め、1905年渡米、1915年にダラスＲＣに入会。1920年
帰国し東京ＲＣ創立会員になったものの、大阪転勤により1923年、大
阪ＲＣ創立会員ともなりました。この年に関東大震災が発生、彼はク
ラブ幹事として、世界の各クラブからの救援物資を東京へ輸送するな
ど、大活躍しました。
大変誠実な人として知られ、座右の銘は「利他即自利」。

ロータリーの先駆者<
ロータリーの先駆者<日本編>
日本編>
手島 知健（てしま ともたけ）（
ともたけ）（1885
1885～
1968）
1885
～1968
）
1952－ 54 年度ＲＩ 理事（日本人 で3人 目）。東 京ＲＣ 会員。1949
年、東京ＲＣが戦後国際ロータリーに復帰したときの、1949－51年度
第60区（当時は日本全土で1地区を形成）のガバナー。
あふれる国際性と洗練された物腰をもつ彼は、戦後、日本ロータ
リーが再出発したときの、大きなけん引役となりました。
かつて、ＲＩの日本語翻訳決定権は彼に委譲されており、「四つの
テスト（The Four-Way Test）」の翻訳をとりまとめ、定訳をつけた
ことでも知られています。

