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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

ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ １ ２０１１ ＮＯ．２１２４
新世代のための 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

１）例 会

（2124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 新世代のための月間記念卓話
「施設活動をとおして学んだこと」
｢キャンプをとおして学んだこと」
（財)大阪市青少年活動協会
ボランティア 小松真之 様
ボランティア 藤和千佳 様
新世代奉仕委員会
2010-11年度青少年交換派遣学生報告
山村 芹菜 様
青少年交換委員会

☆☆ ９月度のお誕生日 ☆☆
2日
16日
19日
21日
26日

在本 茂
中村 健輔
中島 清治
髙田 肇
福井 興

9日
18日
20日
24日

次週（９月８日）のお知らせ

安田 義治
宇野 稔
寺村 清
南川 和茂

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
二十四節気の「処暑」ですが、日中の厳しい暑
さはまだまだ続きそうです。ただ朝晩は涼しい日
もあり、夏風邪をひかれませぬよう健康に気をつ
けましょう。
本日は、岡部ガバナーの公式訪問例会でござい
ます。岡部ガバナーには、大変お忙しい中おこし
頂き誠に有難うございます。感謝申し上げます。
さきほど１１時～１２時の間に、ガバナー懇談
会で理事・役員一同、よりよいアドバイス、ご指
導等を賜りました。今後このご指導を生かし、よ
り前進したい所存でございます。
来訪ロータリアンの皆様、ようこそおいで下さ

２）ソング

（2125回）
我等の生業

３）卓 話 「蘭学の花を咲かせた解体新書」
重里 國麿 会員

いました。ごゆっくりおくつろぎください。
また本日、青少年交換来日学生のマデリン・マ
カラァ（愛称マディ）さんがご出席です。マディ
さんはアメリカから１８日夜に到着し、既に２３
日より清水谷高校に通学しています。
２６日には
ウェルカムパーティーを開催しますので、
多くの
会員のご出席をお願いします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①9月1日からロータリーレートが1ドル＝78円に
変更になります。（現行1ドル＝80円）
②「ＲＩ第2660地区 2011～12年度 地区大会」
のご案内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。大会
第1日目は会長・幹事・ＳＡＡ・5大奉仕ならび
にロータリー財団・米山奨学委員長はセッ
ションⅠ・Ⅱに、入会3年未満の方はセッショ
ンⅠ・Ⅲに出席義務となります。なお、その他
の方々もセッションⅠ・Ⅱに多数ご出席いた
だきますようお願いいたします。地区大会へ
の会員の皆様ならびにご家族の多数のご参加

☆☆ 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
２名
０名
０名

会員総数
67名
会員出席
52名(59名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
7名

をお願いいたします。
③9.10月卓話予定者表をお届けしております。
担
当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を
事務局までご連絡お願いいたします。
④本日18：00より№1.2.7テーブル情報集会が
「圓石本店」にて開催されます。関係各位よろ
しくお願いいたします。
⑤8月26日（金）午後6時から青少年交換来日学生
マディさんのウエルカムパーティーが「ゴル
ドナーヒルシュ」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本日例会終了後、10Ｆ「京都の間」にて9月度
定例理事会を開催いたします。関係各位宜し
くお願いいたします。

☆☆ にこ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

温かく迎えていただいて。
ＲＩ第2660地区 ガバナー 岡部 泰鑑
岡部泰鑑ガバナー、本日は大変ご多忙の中よう
こそおこし下さいました。ご指導のほど何とぞ
よろしくお願い申し上げます。
二宮 秀造
岡部ガバナー本日のご来訪誠にありがとうござ
います。
川原 和彦
岡部泰鑑ガバナーの御来訪を心より歓迎申し上
げます。
中村 健輔
岡部ガバナーのご来訪を心から歓迎申し上げま
す。元ガナバー補佐、シミコミのジュウリ
重里 國麿
岡部ガバナーのご来訪を歓迎して。 福原 哲晃
岡部ガバナーよくお越し頂きました。歓迎申し
上げます。
ＳＡＡ一同
先週の卓話、ご静聴ありがとうございました。
高良 尚志
平成23
平成23年
23年8月25日
25日

合計金

55,000円
55,000円

累計金

586,000円
586,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ 丸十のヴルーテ
・イトヨリのポワレ、生姜のフランとピンク
グレープフルーツのチャツネ添え
・苺とフロマージュブランのパルフェ、季節
のフルーツとフルーツクーリ
・ブレッド
・コーヒー

）内は会員総数を基準とした値

8月25日の出席率
88.14％
４週間前（7月28日）の
メークアップを含む出席率 88.33％
メークアップ実施会員
6名（欠席者13名)

☆☆ 先週（8
先週（8 月 25 日）の卓話 ☆☆
「 ガバナー所感 」
国際ロータリー第２６６０地区
ガバナー 岡 部 泰 鑑 様
本日は、
大阪天満橋ＲＣを訪問させていただき
ました。当クラブには、鍬田充生社会奉仕委員会
委員及び山本喬一青少年交換委員会委員が地区
活動にご協力いただいておりますと共に、
今後と
も地区活動に対してご理解をいただきますこと
をお願い申し上げ、この場をお借りしましてお礼
を申し上げます。
さて、今年度私がガバナーに就任しましてか
ら、今日で８回目のガバナー公式訪問です。何せ
まだまだ不慣れなガバナーですので、
これからの
卓話もうまく話せますかどうか、新任ガバナーと
して熱意を持ってお話しさせていただきますの
で、ご清聴の程よろしくお願いします。
Ａ．では、2011～12年度のＲＩテーマについてご
説明いたします
“こころの
『 Reach Within to Embrace Humanity 』
中を見つめよう 博愛を広げるために”私の年度の
ＲＩ会長は、インドのカリヤン・バネジー氏です。
日本語訳ではカルヤン･バネルジーとなっていま
すが、私は米国の国際協議会でも確かめました
し、ＲＩ理事 近藤ＰＧにも確認しましたところ、
カリヤン・バネジーでいいと言われました。彼が
日本にやって来た時に間違った名前ですと失礼
にあたりますので、私はカリヤン・バネジーと言
わせていただきます。
彼はインド出身の会長であ
りますので、私は宗教的意味合いを強く感じてい
ます。
(ｲ) カリヤン・バネジーＲＩ会長は３つの強調
事項を訴えておられます。
１．家族
２．継続
３．変化
1.家族とは、万事は家族から始まります。私達
が行う奉仕の出発点は家族にあり、
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出来ると言います。
2.継続 得意とすることは何かを知って、継
続しながら次のレベルへ高めていくことの大切
さ。宗教的に言わせていただければ、日々の善行
です。善根の種まきをすること。ロータリーが
行っているあらゆる奉仕活動の継続こそが大切
です。
3.変化 世界に望んでいる変化に、まず私達自
身が変化の担い手とならなければならない。自分
の中に変化を起こすことの必要性を認識しなく
てはならない。自己分析、自己批判、自己観察、
自分を見つめることにより高潔性の発見と博愛
精神の向上、そして実践があります。
(ﾛ) ＲＩの長期計画
1.クラブのサポートと強化
・さまざまな奉仕活動に参加するように奨励する
・ダイナミックな新クラブを結成する
2.人道的奉仕の重点化と増加
・ポリオを撲滅する
・新世代奉仕プログラム
・ロータリー財団の６つの重点分野
≪上記における奉仕の継続性を高める≫
3.公共イメージと認知度の向上
・イメージとブランド認知を調和させる
・職業奉仕を強調する
Ｂ．地区の方針
今年度は『見直しをすすめ 新たな第一歩を』
とさせていただきました。松本直前ガバナーの
『ロータリーについてもう一度考えてみません
か』をより深めてみました。
(ｲ) 地区の強調事項
1.クラブのサポートと強化
・リーダーを育成する。例会出席の重要性。
ロータリアンライフ。
・ダイナミックな新クラブの結成
単なる純増ではなくて、新クラブ結成へ
2.人道的奉仕の重点化と増加
・ポリオ撲滅 ＲＩ会長は本年度でエンドポリ
オを謳っていますので、今年は各クラブに対し
ての目標としては、お一人当たり3,000円程度
の寄付をお願いしたいと思っています。
3.公共イメージと認知度の向上
・ロータリーの認知度の向上
4.未来の夢計画（ Future Vision Plan ）
・2013年より財団の仕組みが変わります。手続
きが簡素化される。奉仕の機会を広げる等。
Ｃ．ロータリー財団と米山への寄付（目標）は、
あくまでも目標でありますことをお断りして
おきます。
・ポリオ撲滅へお一人当たり3,000円
・Ｒ財団へ年次寄付として一人当たり150US＄
・米山記念奨学会へ一人当たり２万円

以上がＲＩおよび地区の活動方針です。
次に東日本震災復興支援プロジェクトについ
て今回、
東日本震災復興支援２６６０地区基金の
運用等、東日本大震災復興支援を地区横断的に、
より効果的に実施するため災害支援プロジェク
トが設置されました。
<ご参考：災害支援プロジェクトの概要＞
・東日本震災復興支援２６６０地区基金寄付
金の募集、運用
・現地ニーズ掌握と各クラブ支援
・地区、各クラブの活動状況の掌握とサポート
・各クラブ、メンバーへの情報発信（ガバナー
月信およびメール）
＜寄付金の状況＞総額 約 １,３７０ 万円
＜支援金の支払状況＞
・プロジェクト３件
約 １８０ 万円
発生後５ヶ月が経過した今も悲しみや絶望の
中で、将来に向けて懸命に生きる数多くの人々が
おられます。支援活動を進めるにあたっては、ク
ラブ単独では資金面で苦しいので地区に支援を
仰ぎたい、
友好クラブから義援金を頂戴したが地
区の支援のもとに複数クラブでプロジェクトを
立ち上げたい、
独自のプロジェクトより地区のプ
ロジェクトに参加したい等々のご要望を各クラ
ブより頂いております。是非とも皆様の熱い思い
を地区プロジェクトメンバーの方までお知らせ
下さい。
きっと皆様のお手伝いが出来ると思って
おります。
◎新クラブ結成の件
私は、ＰＥＴＳ・地区協議会等で本年度は会員
増強については純増何名ということは明言しま
せんと申しましたが、
これは会員増強を全くしな
くても良いという訳ではありませんと申してお
きました。
現在のクラブでも又合併の際にも周年
記念を機に例会時間の変更等を考えてもいいの
ではないかと申しております。有能な方、若い方
達が入会したいと思っても例会時間の関係で入
会しにくい、米国および東京等ではモーニング例
会が活況を呈しているということを耳にしまし
た。
今回大阪で初めてのモーニングクラブを立ち
上げる準備が整いました。
さて、
私の年度でのポリオ終結について少しご
説明いたします。
何故ポリオが終結するのにポリオ寄付金の半
分をポリオ広報活動費に回すのかと言うことで
す。ＲＩからは『最終年度だからポリオの広報を
広げてほしい、
最終年度だから沢山の寄付をして
ほしい』という方針を受けています。それを踏ま
えて、ロータリー広報活動とポリオ活動番組を製
作いたしました。
既に皆様はご覧いただいたと思いますが、
“感
染症ポリオ 残り１％の戦い”という題で７月18
日にテレビ大阪から放映され、テレビが映らな

かった地区のガバナーから「是非ともＤＶＤを見
せてほしい」という要望がありましたので、全国
のガバナーに送付いたしました。何卒ポリオ広報
活動についてもご理解を賜りたく存じます。
最後になりますが、本年は何かと地区活動にご
協力を賜っておりますが、11月11日～12日の地区
大会への多数の会員の出席、および東日本大震災
のご寄付については個人でもクラブでも結構で
すので、ご協力の程お願い申し上げます。

☆ №１・２・７テーブル情報集会 ☆
No.１，２，７テーブルの情報集会が８月２５日
（木）に北新地「圓石」で行われた。食欲をそそ
る香りの中、二宮会長の挨拶、浅井副会長の乾杯
の挨拶で、米山奨学生の厳 暁全さんを交えての
楽しい宴がスタートした。
４つのテーブルに別れての情報集会であった
が、夏ばて防止、体力回復に最適な滋養溢れる石
鍋料理「沙茶」をいただいた。また、各テーブル
で１つの鍋を一緒につつきあい、杯を交わし、医
食同源の世界を楽しみながら、ロータリーの話
等々、歓談が続いた。あっという間に時間が過ぎ
る有意義な集会であった。
川原会長エレクトの閉会の挨拶の後、集合写真
にてお開きとなった。
出席者：二宮会長、浅井副会長、中島幹事、高良、
三谷、橋本、徳岡、大矢、西村、郡、川原、森本、
梅本、鍬田、福原、山本、金田、厳 暁全（米山
奨学生）

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎
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日 時：9月7日（水）19:15～20:50
内 容：「天満橋RACの説明書
～もっとあなたのことが知りたいの～」
（担当：クラブ奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料：RC 3,000円
登録先：幹事 中井 大輔
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：08014081892
登録締切：9月5日（月）

２０１１～２０１２年度、青少年交換学生のマ
ディさん（アメリカ・ミズーリ州）が８月１８日
来日され、例会に出席されました。
来日学生マディさんウェルカムパーティー
青少年交換委員長 髙田 肇
８月２６日（金）「ゴルドナーヒルシュ」で、
マディのウェルカムパーティーを開催しまし
た。参加者は、現ホストファミリーの長谷川様ご
夫妻、ホストファミリー予定の村尾様ご夫妻、倉
岡様ご夫妻とお嬢様、昨年度派遣学生の山村芹
菜さん、ローテックスのマディのカウンセラー
駒谷瑞穂さんと事務局の大保さんと二宮会長は
じめロータリアン１２名で賑やかに行いまし
た。マディも挨拶を日本語で挑戦し、頑張って自
己紹介しました。会員お１人ずつに交換留学の
思いを報告していただき、有意義な時間を過ご
しました。会員の皆様には、１年間マディを宜し
くお願い致します。
以上

我 等 の ロー タ リ ー
ロー タ リ ー

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第１例会のお知らせ

☆☆ 青少年交換学生来日 ☆☆

