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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

ＡＰＲＩＬ １２ ２０１２ ＮＯ．２１５２
ロータリー雑誌 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2152回）
日も風も星も
２）ソング
３）卓 話 「東日本大震災の現況について」
中島 清治 会員
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

☆☆ ４月度の在籍表彰 ☆☆
28ヵ年
20ヵ年
18ヵ年
17ヵ年
17ヵ年
16ヵ年

金田 五郎
谷本 圭二
福原 哲晃
中島 豊彦
徳岡昭七郎
髙田 肇

22ヵ年
18ヵ年
18ヵ年
17ヵ年
16ヵ年

岸本
在本
中川
大矢
三谷

良一
茂
政照
平治
滋伸

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
奥

崇
（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,ようこそお越し頂
きました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。
今月は「雑誌月間」です。ロータリアンの三大
義務は、会費の納入、例会出席、そしてロータ
リーの友の購読です。「ロータリーの友」を良く
読むことでロータリーの本質を理解し、
またRI会
長の考え方の理解や世界のロータリーの動きが
解ってきます。
私が好きなのは「縦組を読む」2ページの地区
大会記念講演の要旨です。2月号では前岩手県知
事・元総務大臣 増田 寛也さんのお話しや３月号
では私が尊敬してます松下幸之助の「成功の発
想と危機克服の心得」です。この記事は「永久保
存」にしてもおかしくないほどに心うたれまし
た。また「この人、この仕事」では、地域でご活
躍をされているロータリアンの姿の紹介。
「卓話
の泉」では各クラブからの会報や週報からの情

次週（４月１９日）のお知らせ
１）例 会 （2153回）
友と呼べるのは
２）ソング
３）卓 話 「 龍について 」
中村 健輔 会員
４）第４回被選理事会
報が掲載されています。特に、お医者様の健康に
関するお話しに眼が行きます。その他に、
「俳壇」
「歌壇」「柳壇」は流し読みし、「友愛の広場」
で全国のロータリアンのクラブ状況がわかりま
す。「ロータリーの友」を良く読むことは本当に
自分にとって為になり楽しみです。
さて、先週の土曜日にＰＥＴＳ（会長研修）が
開催されました。出席された川原会長エレクト
お疲れさまでした。
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 委嘱状」が届いております。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①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。
②本日締め切りとなっております「新年度ロス
ターの原稿」、ご確認済みの方は早急に事務局
までご提出お願いします。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。
③「春の家族会ご案内」出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
④「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。
⑤先にお知らせさせて頂いておりますが4月1日
よりヒルトン大阪４Ｆフロアーがすべて禁煙
になっております。
⑥次々週例会終了後 第4回被選理事会を開催
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。

☆☆ 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
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

65名
49名(59名)
20名
10名

合計金

4月5日の出席率
83.05％
５週間前（3月8日）の
メークアップを含む出席率 87.72％
メークアップ実施会員
0名（欠席者7名)

☆☆ 先週（ 4 月 5 日）の卓話 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
浅井 顯一
誕生日自祝
山村 朋史
誕生日自祝
目幸 文範
誕生日自祝
西井 幾雄
先日は川本先輩、井戸、石田両会員に大変お世
話になりました。
坂本 一民
結婚記念日に綺麗な花と二宮会長のお祝いの言
葉を頂き、ありがとうございました。
松宮 清隆
椹木先生のご逝去を悼み、心よりご冥福をお祈
りします。
松宮 清隆
連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆
いよいよ４月、今後とも「にこにこ」とＳＡＡ
に協力をよろしく。
ＳＡＡ一同
平成24
平成24年
24年4月5日

）内は会員総数を基準とした値

「 中学１年生の戦争体験 」

95,000円
95,000円

累計金 2,416,000円
2,416,000円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
４月第２例会のお知らせ
日 時：4月18日（水）19:15～20:50
内 容：「TAKIBIカレーについて」
（担当：クラブ奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料：3,000円
登録先：幹事 中井 大輔
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：08014081892
登録締切：4月16日（月）

日も風も星も

東京世 田谷 ＲＣ
作詞 楠 本 憲 吉

東京世 田谷 ＲＣ
作曲 古 関 裕 而

一さわやかな朝だ われらは ロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ出掛けよう
日も風も星も ラララ光るよ
二 ほがらかな昼だ われらは ロータリアン
みんな楽しく みんな胸張り
さあ語りあおう
日も風も星も ラララ光るよ
三 みちたりた夜だ われらは ロータリアン
今日は奉仕を 明日も奉仕を
さあ夢見よう
日も風も星も ラララ光るよ

岡本 健 会員
私は、昭和２０年４月に中学生になりました。
その年の８月１５日が終戦で、中学１年生の１学
期ころに一番大きな戦争体験をしています。
小学３年生の昭和１６年１２月８日に始まっ
た太平洋戦争が敗色を深めるなか、卒業式前日の
昭和２０年３月１３日夜、第１回の大阪大空襲が
ありました。
私たち子供は、
天満の自宅前の道路に
掘られた防空壕でその夜を過ごしています。
小学校卒業後の４月からは、疎開先の大阪郊外
三島郡春日村
（現茨木市）
から省線電車で鶴橋駅近
くの高津中学（旧制）へ通学しました。校舎の一部
は被災しており、
近くは一面の焼け跡で、
私たち一
年生は、
授業はほとんどなく、
近くの寺町の焼け跡
整理に毎日のように駆り出されました。
５月中にも空襲警報に１～２回遭遇し、下校途
中に大阪駅前の地下に避難していますが、６月か
ら本格的な大空襲が続きました。なかでも６月１
日と６月７日の大空襲に際しては、学校や大阪駅
で空襲警報に出会い、
私は、
中学１年生なりに大き
な苦労を経験しました。この６月７日の空襲では
天満の自宅も消失しています。
その後の空襲でも、
高津中学の敷地に再び爆弾が落ちました。
８月に入って学校は夏休みとなりましたが、私
は８月１日から疎開先近くの茨木中学に転校しま
した。
勉強が進んでいたのが驚きで、
追いつくのに
苦労しました。
８月１５日は、疎開先の邸宅の一室に集まっ
て、
正午からのいわゆる玉音放送を聴きました。
そ
の終わりに、JOBKかのアナウンサーが「日本は負け
ました。しかし国体は護持されました。」と言った
のを覚えています。
自分たちの部屋へ戻った私は、
悔しくて大声で泣きました。
翌日学校では全校集会があり、教頭先生が訓示
で、やはり同じように「国体は護持されました」と
言われました。
これを聞いて私は
「国体てそんなに
大事なもんやったんか」
と子供心に思いましたが、
今では語り種に過ぎません。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・中華丼、ザーサイ添え ・野菜と卵のスープ
・コーヒー

