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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

ＪＵＬＹ １４ ２０１１ ＮＯ．２１１８
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

１）例 会 （2119回）
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話 「 税理士の世界 」
在本 茂会員

（2118回）

２）ソング

我等の生業

３）クラブ協議会

☆☆ ７月度の在籍表彰 ☆☆
43ヵ年
28ヵ年
14ヵ年
11ヵ年

川本
保倉
奥
山田

浩
賢造
崇
雅浩

28ヵ年
22ヵ年
11ヵ年
3ヵ年

橋本
安田
高良
山田

守之
義治
尚志
雅則

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
郡 悦清
中島 康之
山本 喬一

次週（７月２１日）のお知らせ

寺内 清視
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
みなさんこんにちは。今日より会長をつとめ
させて頂きます二宮です。１年間みなさまのご
支援ご協力、なにとぞよろしくお願い申し上げ
ます。
三世代クラブの大阪大手前ロータリークラブ
会長の中村匡克様、幹事の河野裕一様、ようこそ
おいで下さいました。どうぞごゆっくりお過ご
しください。
さて、今日は七夕祭りです。天帝の娘で織物の
上手な働き者の織姫と牽牛という羊飼いの青年
が１度は結ばれるのですが、仲が良すぎて仕事
を忘れ天帝に怒られ仲を引き裂かれました。お
互いに一生懸命働くならば一年に一度だけ会う
ことが許された日が今日というロマンチックな
お話です。
この間ＴＶで福島県の保育園の子どもが七夕
祭りに「ほうしゃのうがなくなったらいいのに
なあ。」という願いをこめて短冊を笹に結んでい
たのを見て身につまされました。

昨夜、大阪天満橋ローターアクトクラブの初
例会があり、浅井副会長、中島（豊）幹事、山村
直前幹事、三谷ローターアクト委員長、山田雅則
副委員長、委員会の西浦さん、中野さん、中村修
親睦活動副委員長と共に参加して参りました。
濱本会長、中井幹事の新体制でゲストを含め
２５名の多人数で元気なスタートを切りまし
た。今年度当クラブとしまして、できる限り応援
したいと思いますので、会員の皆様のご協力も
よろしくお願い申し上げます。
この後卓話のお時間をいただきておりますの
で、今年度の活動計画を発表させていただきま
す。簡単ではありますが会長挨拶とさせていた
だきます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①会員身分証明書・ロースター2冊・新年度年次
計画書を会員ポストにお届けしております。
なお、個人情報保護の意味からロースターに
ナンバーリングをさせていただいております
のでよろしくお願いいたします。
②今年度より在籍・皆出席表彰は第2週とさせて
頂きます。
③「2011～12年度上半期会費のご案内」をさせて
いただいております。お振込みよろしくお願
いいたします。
④次週例会終了後、例会場にて「クラブ協議会」
を開催いたします。出欠のご返事がまだの委
員長は至急事務局までお願いします。なお、ご
出席者は本日お配りしています年次計画書を
必ずご持参いただけますようお願いします。
会員各位の多数のご参加をお願いします。
⑤「青少年交換学生歓送迎会」
が本日18：00から

☆☆ 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

67名
50名(62名)
21名
12名

中央電気倶楽部にて開催されます。関係各位
宜しくお願いいたします。
⑥7月12日（火）午後から「殺虫剤散布」のため
に事務局を閉めさせていただきますのでよろ
しくお願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

新年度発足おめでとうございます、１年間よろ
しくお願い申し上げます。
大阪大手前ＲＣ
会長中村匡克様、幹事河野裕一様
本日より出航します。皆様のご指導、ご協力何
卒よろしくお願い申し上げます。 二宮 秀造
１年間よろしくお願い致します。 浅井 顯一
今年１年よろしくお願いします。誕生日自祝
中島 豊彦
二宮会長、浅井副会長、中島幹事の御活躍をお
祈りします。
中村 健輔
誕生日自祝。二宮会長、栄養失調に気をつけて
下さい。
川本 浩
二宮丸の出帆を祝して
保倉 賢造
二宮会長はじめ理事、役員の皆様一年間よろし
くお願いします。
川原 和彦
二宮会長、浅井副会長、中島豊彦幹事１年間よ
ろしく！
南川 和茂
皆様、大変ご無沙汰しております、今日から二
宮丸出港します。無事、航海を祈ります。
宇野 稔
二宮会長がんばって下さい。ＳＡＡの皆さんよ
ろしく。
井戸 幹雄
二宮会長、浅井副会長、中島幹事各役員の皆様
一年間頑張って下さい。
衣斐 孝雄
「ニ」ニコニコと「ノ」ノビノビと「ミ」ミン
ナデ「ヤ」ヤリマショウ「シュ」出席率の「ゾ
ウ」増加に向けて 二宮会長の船出を祝して、
シミコミのジュウリより。
重里 國麿
二宮丸、ご出発おめでとうございます 皆さん
お元気でご成功をお祈りいたします
坂本 一民
二宮会長ガンバッテ下さい。
郡 悦清
「二宮丸」の出航を祝し！
福原 哲晃
二宮会長これからの１年頑張って下さい。皆ん
なで応援します。
橋本 守之
二宮会長、浅井副会長、中島幹事１年間宜しく
お願い致します。
髙田 肇

）内は会員総数を基準とした値

7月7日の出席率
80.65％
４週間前（６月９日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
2名（欠席者12名)
二宮会長一年間がんばって下さい。 中村 修
二宮会長はじめ役員の方々御苦労さまです
小澤 満
二宮会長、浅井副会長、中島幹事、役員の皆様
一年間頑張って下さい。
石田 道夫
二宮丸の安全航海を祈って
山本 喬一
二宮会長１年間お世話になります。ＳＡＡ１年
間頑張ります。
山田 雅則
二宮会長、中島幹事 １年間どうぞよろしくお
願いします
中野 格
ホームクラブ一年間皆出席の自祝 髙松 貞彦
ホームクラブ１年間皆出席自祝
中村 健輔
ホームクラブ１年間皆出席自祝
坂本 一民
一年間皆出席自祝
郡 悦清
職業奉仕委員会よろしくお願いします
中島 康之
本年度はロータリー財団委員長をおおせつかり
ました。どうぞよろしくお願い致します
在本 茂
東日本支援プロジェクトお蔭様で承認されまし
た。
国際奉仕委員会
中川親睦活動委員長 素晴らしいご活やくを期
待します!!
川原 和彦
今期も愉快に
徳岡昭七郎
少しスリムになりました!! 衣斐先輩、橋本先
輩、梅本さんありがとうございました
川原 和彦
衣斐会員には大変お世話になり、ありがとうご
ざいました
橋本 守之
ＳＡＡを一年間よろしくご協力下さい。
南川 和茂
平成23
平成23年
23年7月7日

合計金

248,000円
248,000円

累計金

248,000円
248,000円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
－－７月第２例会のお知らせ－－
日 時：７月２０日（水）19:15～20:50
内 容：「節電の輪を広げよう」
（担当：社会奉仕委員会）

場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 中井 大輔
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：７月１８日（月）

☆☆ 先週（7
先週（7 月 7 日）の卓話 ☆☆
－－会長・副会長・幹事就任挨拶・理事紹介－－
二宮会長、浅井副会長、中島豊彦幹事の就任挨
拶と中島職業奉仕委員長、山田雅浩社会奉仕委
員長、目幸新世代奉仕委員長、石田国際奉仕委員
長、高良会員強化委員長の紹介がありました。

□ 交換留学生キャサリン送別会、芹菜ちゃん
帰国報告、長谷川さあやちゃん歓送会 □
7月7目(木)午後6時より中央電気倶楽部に於
て、送別会兼歓送会を行いました。
キャサリンを受け入れていただいた清水谷高
校の中西校長、若林教頭先生をはじめ担任の先
生2名、及び澤山様はじめホストファミリーの
方々に1年聞の労をねぎらっていただくのを兼
ねて楽しい会を設けさせていただきました。
中村前会長の会長としての最後の挨拶に始ま
り、主役3人のスピーチ、中西校長の学校での
キャサリンの様子、ホストファミリー代表とし
て、目幸会員の奥様の思い、そして交換留学制度
を支えていただいている徳岡会員のスピーチ等
があり、前年度1年間の苦労が伝わってきて気
が引き締まる思いがしました。
最後にロータリークラブ会員の皆様方の協力
は凄いものだと感じた1日でした。(総勢30名)
青少年交換委員長 高田 肇

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ゴーヤ、ポーチドエッグと生ハムのサラダ、
ホースラディッシュマヨネーズ
・イサギのポワレ、スイカのリゾットとフレッシュ
トマトソース
・バナナ入り蜂蜜風味のティラミス
・ブレッド
・コーヒー

ＲＩ会長メッセージ
22011-12年度国際ロータリー会長カルヤン・バネルジー
2011-12年度には、まず自分自身を見つめ直すこと、すなわち「こころの中を見つめよう、博愛を広
げるために」のテーマを実践していただきたいというのが、ロータリアンの皆さまへの私からのお願
いです。深く自己を省みることによって、人類が皆、同じ夢、同じ希望、同じ願望、同じ問題を分か
ち合っていることを、理解していただきたいのです。誰であろうと、どこに住んでいようと、私たち
はそれぞれ、同じように平和と充足を願い、充実した毎日を送りたいと望んでいます。人に何かを与
えようとするなら、まず自分自身にそれを与えることです。なぜなら、自らが抱く望みを理解せずし
て、人々の望みを理解することはできないからです。
全世界で平和について語る前に、まずは自分から始め、その後で外に目を向ける必要があります。心
に平和を見出してこそ、家の中に平和をもたらし、家族に平和をもたらし、そして地域社会に平和を
もたらすことができるのです。
同様に、全世界で平和を築こうとする前に、まず自分の家庭で平和を築き、全世界で友情と寛容の
心を育もうとする前に、まず自分の周りの人々に対してそれを実践しなければなりません。言い換え
れば、心が平和であれば、家庭が平和になり、この平和をほかの人々と分かち合うことができるとい
うことです。愛する人、大切な人と一緒にいることに喜びと満足を感じるように、私たちは、他者を
大切にすることができるのです。自分が強くなれば、共に生きる人々や家族も強くなります。そし
て、強い家族を土台として、前進していくことができるのです。うちに強さを秘めた人々が協力すれ
ば、人類にもより良く奉仕することができます。これこそ、私たちがロータリーで行っていることで
す。次年度には、ロータリーの奉仕において3つの強調事項に力を注いでいきたいと思います。第一
に、強い家族を築くこと、第二に、私たちが一番得意とすることを継続していくこと、最後に、変え
る必要があることは変えるということです。
年度の第一の強調事項は、「家族」です。万事は家族から始まります。私たちが行う奉仕すべて、
また世界で成し遂げたいと望むことすべての出発点は、家族にあります。そして、あらゆる家族の中
心を成しているのが、母と子です。ここから始めてこそ、人々の生活や地域社会全体を通じて、世界
をより良くしていくことができるのです。
第二の強調事項は、「継続」です。私たちが得意とすることは何かを知り、それを継続しながら次
のレベルへと高めていくことです。私たちは皆、ロータリーの奉仕で成功を収めてきました。これら
の成功を土台に、今後もさらに多くの人々に手を差し伸べていくことができるでしょう。ですから、
きれいで安全な水の提供、疾病の予防、識字力の普及、新世代のための活動や新世代との協力、平和
への努力といった活動を、これからも続けていかなければなりません。
同時に、改善できること、変えるべきことがあることを、私たちは知っています。こうした事実を
勇気をもって見据え、変えるべきことは何かを見定め、必要な変化をもたらしていくために行動して
いかなければなりません。マハトマ・ガンジーはかつて次のように述べました。
「世界の変化を望むなら、あなた自身がその変化にならなければならない」。ロータリーにおいて
は、私たちは、友情と親善を分かち合い、あらゆる人々の真の価値を見極めるために、倫理的に、誠
実に生きようと努力しています。
ロータリアンは並みのことには満足しません。なぜならロータリーは非凡な組織であり、ロータリ
アンは類まれな人々だからです。私たちが自分自身を高めることによって、世界を高めようと取り組
むのは、このためなのです。私たちは皆、ロータリーを通じて世界を変えたいと望んでいます。ロー
タリアンとなる理由は、まさにこれに尽きるのではないでしょうか。幸せと健康と平和にあふれた世
界をつくることができる、過去よりも明るい未来を築くことができると、私たちは信じています。理
想主義者である私たちは、ロータリーの奉仕を通じてこの理想を実現しているのです。
2011-12年度の第三の強調事項を「変化」としたのは、このためです。世界に望んでいる変化に、ま
ず私たち自身がなることです。平和を望むなら、家庭に、地域社会に、自分自身の生活に平和をもた
らすことから始めるのです。ポリオやほかの病気を世界からなくし、環境破壊に歯止めをかけ、子ど
もの死亡率を減らし、識字率を高め、飢えを減らしたいと望むなら、自分自身がこの変化の担い手と
ならなければなりません。それには、まず自分の中にこそ変化を起こすことの必要性を認識しなけれ
ばならないのです。「こころの中を見つめよう、博愛を広げるために」。平和、調和、そして友情の
精神の中で変化をもたらし、すべての人々のために、さらに喜びある世界を築いていこうではありま
せんか。
（ガバナー月信７月号より転載）

