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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2177回）
２）ソング
村祭
３）卓

話

「企業のよもやまばなし」
箕村

保

会員

２０１２

ＮＯ．２１７７

米 山 月 間
次週（１１月１日）のお知らせ
１）創立45周年記念例会 （2178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

「日本人らしくない日本人」
寺井

４）11月度定例理事会
５）ロータリー財団100万ドルミール実施

☆☆ １０月度の結婚記念日 ☆☆

種伯

会員

５）創立45周年祝賀会

１ 本日指名委員会が開催され、クラブ細則

中島 康之

北村 修久

宮下 佳昭

第１条第１節（２）に基づき、２０１３～２０１

安田 義治

寺村 清

髙田

４年度理事・役員９名の候補者の指名が行われ

肇

ました。

髙橋 弘泰
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

本日もご来訪のロータリアンならびにゲスト
の皆様こんにちは！お時間の許す限り、ごゆる
りとお食事・ご歓談下さいませ！
又会員の皆様多数ご出席頂きありがとうござ
います。
朝夕はめっきりと冷え込むこの頃です。又衣

指名された方々は次の通りです。
次々年度会長候補者に小寺 一矢会員、次年度
候補者で副会長候補者に高田 肇会員、幹事候補
者に中島 康之会員、会計候補者に南川 一茂会
員、
理事候補者に山田 雅浩会員・中村 健輔会員・
三谷 滋伸会員・中野 格会員・山村 朋史会員です。
また、立候補される会員およびご推薦される
会員の方がおられます場合、１１月１５日まで
にお申し出ください。

替えの季節ですが、入れ替えの折に大量のハウ

なお、本年度のクラブ年次総会（次年度理事・

スダストが部屋中に離散しますので、必ずマス

役員選挙）は１１月２９日の例会後に開催の予

クの着用を励行をとの事です。花粉症等と同様

定でございます。

の症状が出るそうです。合わせましてうがいと

２ 先週木曜日は１２月の地区大会リハーサ

手洗いを忘れずに日々ご健康にお過ごし下さい！

ルに石田実行副委員長はじめ各部門の副委員長

先週は「職業奉仕賞授与式」に際し、皆様のご
協力を頂きありがとうございました。職業奉仕
委員会のご尽力に心より御礼申しあげます。
☆会長報告☆

にご出席頂きありがとうございました。
本番に向けて色々ご苦労・ご意見があろうか
とは思いますが、ゆかりの深い高島ガバナー・中
之島ロータリー様が生みの苦しみの中準備を重

☆☆ 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
０名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
49名(58名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
9名

ねておられますので、引き続きまして当クラブ
の協力体制を切にお願い申しあげます。

）内は会員総数を基準とした値

10月18日の出席率
84.48％
４週間前（9月27日）の
メークアップを含む出席率 92.19％
メークアップ実施会員
4名（欠席者9名)

☆☆ 先週（10 月 18 日）の卓話 ☆☆
「雑

３ 本日例会終了後第７回の４５周年実行委
員会を開いて頂き、今回を最終としまして、１１
月１日の本番を迎える事となりました。
皆様の多数のご出席をお待ち申しあげます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 創立45周年記念のネクタイをお配りし
ていますので、１１月１日（木）創立４５周年
記念例会に着用頂きます様お願いいたします。
②青少年交換来日学生 アンドレ君のウエルカ
ムパーティー出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。
③№１.４.８テーブル情報集会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
④「創立４５周年記念例会・祝賀会」出欠のご返
事を事務局までお願いいたします。
⑤「台北陽明ＲＣ・タイ国ロータリアン 」ウエ
ルカムパーティーならびに懇親会の出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑥次週例会終了後「１１月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させていただいてい
ますので、関係各位宜しくお願いいたします。
⑦１０月２６日（金）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

本日の卓話よろしくお願いします。 成松 正和
在籍２６ヵ年自祝。

土井 憲一

感」
成松 正和会員

半年程前ですが、在籍者表彰で１６か年在籍
といわれてびっくりしました。そろそろ１０年
くらい経ったかなと言う感じでいましたので、
すぐに入会年度を確認した程です。推薦者の三
好勝さんとは「やめる時は一緒にやめよう」と約
束していましたが、同先輩はさっさと１０年で
退会されました。私はやめ時を失った状態です。
今まで考えた事はないんですが、在籍してい
るのは、「いごこちがいいんだろうな」と思いま
す。よく聞くように、古い先輩方に厳しい事を言
われた事もありません。言われた事はあるかも
しれませんが、私本人は自覚していません。むし
ろ、楽しい事の方が多いと思っています。
例会後は楽しい第２例会で麻雀をやっていま
す。近頃はメンバーがなかなか揃いません。私が
入会した頃は、当時の会長河原先生、岡本さん、
和田さん、三好さんがメンバーでした。時々岡本
さんや、三好さんの代わりにピンチヒッターを
務めるくらいでしたが、どんどんメンバーが変
わり、溝手さん、宮下さん、私、つい最近まで和
田さんと囲んでいました。和田さんの退会後は
メンバーが集まらなくて困っています。
近頃は大阪西ＲＣの麻雀大会に参加していま

お陰様で早や１６ヵ年となりました。 石田 道夫

す。きっかけは、以前友達が在籍してたことと、

１０ヵ年なりました。今後ともよろしくお願い

メーキャップが大阪西が多いことから、良く声

します。

をかけられるみたいです。うちのクラブでは溝

溝手 悟

大矢委員長、谷本副委員長はじめ職業奉仕委員

手さんがうまくはないけど強いです。私は強く

会の皆様、先週は大変お世話になりました。

はないけど自分でうまいと思っています。大阪

川原 和彦
平成24年10月18日

合計金

25,000円

累計金

946,000円

西の大会では、私１人がビジターですが、２回ほ
ど優勝しました。
ロータリーの事では、よく覚えている事があ

☆☆ 新入会員紹介 ☆☆

ります。入会から半年くらいの時、そのころ例会

たかい

後の麻雀とは別に、半年に１回有馬温泉で徹夜

そういちろう

氏
誕

名 髙井 宗一郎
生
昭和39年3月24日
職業分類
Ｗeb 制作
事業所
公 冠 株式会社
所 在 地 〒530-0047
大阪市北区西天満3-4-15
電
話 06-6364-3700
Ｆ Ａ Ｘ 06-6364-3750

麻雀をしていました。おいしい料理もそこそこ
に、料理長の挨拶も適当に聞き流して麻雀に勤
しんでいました。私はちょうど２抜けで、河原先
生の横にいて、
「ロータリーは何をするところで
すか？」と聞きました。先生は割と真面目に「貴
方たちは現業を持っているだろうから、それを
しっかりやりなさい。奉仕どうのこうのは言わ
ない。しかし、①例会にはできるだけ出席しなさ

役 職 名 代表取締役
推 薦 者 川原 和彦 ・ 石田 道夫
入 会 日 平成24年10月25日

い。休んだらメーキャップすればいいから。②Ｒ
Ｃの行事にすべて出ろとは言わないが、新入会
員歓迎会とテーブルミーティング（今の情報集
会）には出たほうがいい」と言われ、お前が急に

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１１月第１例会のお知らせ

変な事を聞くから振り込んでしまったやないか

日 時：11月7日（水）19:30～20:50
内 容：「あなたはできるか!?世界遺産検定」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料：3,000円
登録先：幹事 谷 綾花
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：09051247458
登録締切：10月26日（金）

と叱られました。でも、そんなことでいいんやと
妙に納得したものです。私は今でもこの２つは
守ろうと思っています。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー
・コーヒー

・ミックスサラダ

文部省唱歌「村祭（むらまつり）」

南 能 衛 作曲
作 詞 者 不 詳

おまつりび

ふえたいこ

（１）
村の鎮守の 神様の

まんさく

今日はめでたい 御祭日
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ

ほうねん

おおまつり

朝から聞こえる 笛太鼓

とし

（２）

そうで

宮の森

年も豊年 満作で

にぎわ

よ

むらまつり

村は総出の 大 祭
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ

よる

み

夜まで賑う

おさ

（３）

あお

治まる御代に 神様の

勇み立つ

めぐみ仰ぐや 村 祭
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ

こころ

聞いても心が

米山月間に寄せて

数はほぼ比例しておりますので、我々第２６６
０地区の７０００万円のご寄付いただいた金額
で３９名の奨学生を担当しています。
当地区の約半分のクラブが奨学生を受け持っ
ているのが現状です。目標は、第２６６０地区全
クラブにそれぞれ毎年奨学生を受け持って頂
き、米山事業により多く関わっていただく機会
を作りたいと考えています。
その為には、ロータリアンから高い評価をい
ただける奨学生を集める必要が有ります。奨学
生は第２６６０地区エリア内に有る大学から定
員の約２倍の奨学生希望者の推薦をいただき、
書類・論文・面接選考を経て決定いたします。
本年度７月の大学との打ち合わせ会議にて以
下の点を変更しました。

ＲＩ第２６６０地区米山奨学委員会
委員長 田中 眞人 様（大阪北ＲＣ）
本年度米山奨学委員会は“米山奨学事業の
ファン作り”をメインテーマに掲げ活動をいた
しております。
私の米山奨学事業の関わりの始まりは、5年前
に自クラブにて米山奨学委員長に任命された時
になります。それまでは、10月の米山月間に機械
的に2万円の寄付をするだけのことでした。
委員長になると、人前で米山事業について発
表する必要性から、事業について勉強すること
となり、事業の理念・歴史・影響等を理解するこ
ととなりました。また委員会主催でクラブメン
バーの方々に米山梅吉記念館を案内させていた
だくことは、米山梅吉翁の足跡を知る機会に恵
まれました。
その後、地区主催の奨学生歓送会の場で多く
のクラブのカウンセラーの方々が、1年間の限ら
れた期間の中で奨学生と心深く結ばれているの
を目の当たりにして、米山事業のファンになっ
ていきました。
私達、地区委員会としましては、一人でも多く
のロータリアンに米山奨学生と接していただき
たいと考えております。
現在全国で、約１４億円のロータリアンの寄
付金をもって８００名の奨学生をお世話してお
ります。そして各地区の寄付金と担当奨学生の

1.前年度の合格率による推薦枠の増減。
（優秀
な学生を多く推薦した大学の枠を増やす）
2.奨学生希望推薦者の１国に於ける比率を５
０％以下にする（近年１国に偏りすぎていた
為）。ロータリアンから高い評価をいただける奨
学生を多く集め、ロータリアン、奨学生ともにお
互いが感動を覚える活動の手助けになるように
していきたいと考えています。
そうすることによって、１人でも多くの米山
事業のファンになっていただき、寄付を増やし
ていきたいと思います。寄付が増えると担当奨
学生の数が増えます。大学の方にもこの相乗効
果を理解していたき、より良い学生の推薦を促
しています。
（財）ロータリー米山記念奨学会にはシンボ
ルマークが有ります。重なり合うハートは「ロー
タリアン」と「奨学生」です。外国人留学生の支
援・交流を通じて国を超えた信頼関係を築き、世
界平和を願う“心”を育てるという、事業創設の
願いがこめられています。手は、そうした“心”
を生み出すと同時に、当事業がロータリアンの
手で支えられている事を示しています。
50年以上の歴史を持ち、世界に類を見ない、Ｒ
Ｉ認証の日本独自の多地区合同奉仕活動である
この「米山記念奨学事業」を、地区の皆様と共に
広めたいと考える次第です。ご理解とご協力の
ほどよろしくお願い申し上げます。
（ガバナー月信１０月号から転載）

