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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 １５ ２０１１ ＮＯ．２１２６
新世代のための 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次々週（９月２９日）のお知らせ

１）例 会 （2127回）
２）ソング
里の秋
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話 「日本映画の現場から」
３）卓 話 「中国法務の現在～最近の相談事例」
日本映画監督協会会員
甲南女子大学メディア表現学科講師
Ｍ＆Ｉ法律事務所
ＪＴＢエンタテインメント大阪校講師
弁護士 村治 規行 様
白羽 弥仁 様
川原 和彦会員紹介
金田 五郎会員紹介
４）10
４）10月度定例理事会
10月度定例理事会
１）例 会

（2126回）

☆☆ ９月度の結婚記念日 ☆☆
森本 章裕

中村 修

梅本 知秀

中野 格
（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いで下さ
いました。
また国際ロータリー第２６６０地区、
２
０１２～２０１３年度の地区代表幹事予定者で、
大阪中之島ロータリークラブの村橋義晃様ようこ
そおこし下さいました。どうぞごゆっくりお過ご
し下さい。
さて９月２日に、野田内閣総理大臣が誕生しま
した。
明日の日本を背負い、
リーダーとして相応し
い活躍を期待しています。
ところで、津波で壊滅的な被害を受けた岩手県
沿岸部の仮設住宅では、もう既に「冬支度」が始
まっているそうです。
寒さ厳しい岩手県内では、
盆
明けの８月下旬に気温が下がり始め、９月にはス
トーブが必要な地域もあるとのことです。東日本
の寒さ対策には、政府も早めに対策を取って欲し
いものです。
また９月６日火曜日に、今年度第１回目のゴル
フ会が私の所属する西宮カントリーで開催されま
した。総勢１９名の参加で見事橋本守之会員が優
勝されました。
因みに、
中村直前会長杯の取り切り
戦は、接戦で浅井副会長が征されました。

私事ですが、皆様にハラハラさせましたが、無
事１８ホールをプレイできましたことをご報告申
し上げます。
最後に、９月７日水曜日のＲＡＣの９月第一例
会に参加してまいりました。
その日、
目幸会員のご
子息とＪＴＢの中西さんが入会されました。
またＲＡＣは三谷委員長をはじめ、委員全員が
活性化に向けて頑張っていますので、会員の皆様
のご協力をよろしくお願い申し上げます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①2011-2012年度「ロータリーの友」英語版（1冊525
円）
が11月中旬に発行されます。ご希望の方は10
月13日
（木）
までに事務局までお申し込みくださ
い。
②「第10回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が
届いております。詳細につきましては掲示板を
ご覧ください。
③3世代クラブ合同例会及び懇親会のご案内をお
配りしております。多数のご参加をお願いいた
します。
④新入会員歓迎会のご案内をお配りしておりま
す。多数のご参加をお願いいたします。
⑤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。
⑥「ＲＩ第2660地区 2011～12年度 地区大会」の
出欠のご返事を事務局までお願いいたします。
⑦次々週9月22日は定款により休会にさせて頂
きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
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

６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

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

67名
50名(60名)
21名
10名

敬称を略す

重里会員の卓話楽しみにしております。
大阪フレンドＲＣ 青木 禎一郎
飛込です。よろしく。
大阪西北ＲＣ 竹井 三千彦
青木元ガバナー補佐、ようこそお越し下さいま
した。卓話です。最後までゆっくりとおくつろ
ぎ下さい。シミコミのジュウリより 重里 國麿
１９年在籍表彰自祝
中村 健輔
第一回二宮会長杯、皆様に大変お世話になり、
楽しい一日がすごせました。ありがとうござい
ます。
森本 章裕
中村杯 取り切り ありがとうございました。
浅井 顯一
第１回二宮杯優勝させていただきました。当日
は処用の為パーティを欠席致しましたのでまさ
か優勝とはと思いました。同伴競技者二宮会長
成松・中村両会員に感謝して。
橋本 守之
退院の感謝をこめて
西井 幾雄
重里会員 本日の卓話、期待しています
安田 義治
ＲＣ入会６ヶ年自祝。皆さんにお世話になりま
す。
森本 章裕
１０ヵ年在籍表彰自祝
梅本 知秀
１２ヶ年在籍表彰自祝 ６ヶ月ホームクラブ皆
出席自祝
山村 朋史
誕生日自祝
宇野 稔
髙田会員 先日は貴重な地図、たくさんいただ
き有りがとう御座いました
衣斐 孝雄
平成23
平成23年
23年9月8日

合計金

68,000円
68,000円

累計金

719,000円
719,000円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第２例会のお知らせ

9月8日の出席率
83.33％
４週間前（8月18日）の
メークアップを含む出席率 84.75%
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)

☆☆ 先週（９月８日）の卓話 ☆☆
「蘭学の花を咲かせた解体新書」
蘭学の花を咲かせた解体新書」
重里 國麿会員
杉田玄白、前野良沢、中川淳庵が中心となって
オランダの解剖図「ターヘル・アナトミア」を翻
訳し１７７４（安永３）年８月に刊行されまし
た。
それに、小田野直武が参加し、解剖図を原書か
ら模写しました。
１７７１（明和８）年３月４日小塚原の刑場で
罪人の腑分け（解剖）を見学し、その時に前野良
沢は長崎で青木昆陽からオランダ語を学んでい
た時に購入したターヘル・アナトミアを持ち、そ
の横の杉田玄白は長崎から月に１度江戸に来た
カピタンから当主が購入したターヘル・アナト
ミアを持ち、解剖図と目の前で解剖されていく
人体の正確さに驚き、翌５日淳庵も加え前野良
沢邸に集まり翻訳が始まりました。
翻訳といっても前野良沢だけが青木昆陽から
少し蘭語を学び知っているだけで、玄白も淳庵
も蘭語は読めないので、翻訳に３年以上を要し
ている。
また、玄白も良沢も理由は異なるが、名前を出
すのを拒んでいた。
後に誤訳も多かったので、大槻玄沢が訳し直
し１８２６（文政９）年に「重訂解体新書」とし
て出版している。
＊「ターヘル・アナトミア」の元はドイツ人医
師クルムスの医学書、
「Anatomische Tabellen」か
ら蘭語となり日本に紹介されたのである。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・コーンクリームチャウダー
・ポークロインのロースト、カレー風味のフルー
ツチャツネとマデラソース
・ヨーグルトのババロワ、アロエとキウイの
ソース
・ライス
・コーヒー

ロー タ リ ー

誠意 と友 愛

奉 仕 の 精神

ロータリー讃歌

ロー タ リ ー

徳 義 に立 って

大阪ＲＣ
作詞 大林芳郎
作曲 津田宗三郎

ロー タ リ ー

一つに結 ぶ

こ ころ

世 界 を

ロータリー ロータリー

日 時：9月17日（土）9:50～11:30
内 容：9月第二例会（第749回）
「クリーンハイク」
（担当：社会奉仕委員会）
場 所：天満橋駅 スターバックス前集合
：清掃場所 天満橋駅周辺
※雨天の場合大阪歴史博物館を見学
登録料：無料
登録先：幹事 中井 大輔
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：08014081892
登録締切：9月16日（金）

）内は会員総数を基準とした値

