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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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「420分のアラビアンナイト」
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「45歳と45年の歩み」
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４）ロータリー財団100万ドルミール実施

＊＊

間

次週（２月２１日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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皆様こんにちは！！ビジター・ゲストの皆様
ようこそお越しくださいました。会員の皆様方
も多数ご出席ありがとうございます。本日は世
界理解月間記念に因みまして地区国際奉仕委員
長 小林 哲様にお越しいただきありがとうご
ざいます。後程、記念卓話をよろしくお願い申し
あげます。そして来月創立２０周年を迎えられ
ます大阪中之島ＲＣより山本 肇会長エレク
ト・小林 敏明実行委員長にお見え頂きありが
とうございます。後程インフォメーションよろ
しくお願い致します。
今月は世界理解月間です。さかのぼります事
１０８年前の１９０５年２月２３日の夜、アメ
リカ・シカゴのビルの一室で弁護士ポール・ハリ
ス 鉱山技師のガスターバス・ローア 石炭商
シルベスター・シール 洋服商のハイライム
ショーレの４人が初めて会合を開いた日、即ち
ロータリーの創立記念日です。この日をロータ
リーでは世界理解と平和の日と定めこの日の意
義を特に強調し、国際理解と友情と平和に向
かって献身するよう要請されています。よりま

４）第３回被選理事会
して例年２月は「世界理解月間」と定められてお
ります。この月間について高島ガバナーは其々
のクラブがロータリーの究極目的の探求を推進
する好機であると仰っておられます。
☆会長報告
１. 先週の定例理事会におきまして、日本にお
ける会員増強達成のために行う、サクセスジャ
パン作戦（ＳＡＫＵＪ作戦）なるプログラムへ
の賛同と登録申し込みを決定いたしました。詳
細は近々会員強化委員会よりご説明申し上げ
ます。
２.地区より2013-14年度地区委員の委嘱状が山
本喬一会員（青少年交換副委員長）、寺内清視
会員（社会奉仕委員）に届いております。本年
度に続き次年度もよろしくお願いいたします。
３.ご案内中の３月８日開催の東日本大震災から
２年・・・心のケアチャリティコンサートにＩ
Ｍ６組全１１クラブ協賛が決まりました。シン
フォニーホールの1,700席が満席になりますよ
う、皆様のご参加を切にお願い申しあげます。
・・・先週お話申し上げました中国からの大気
汚染物質のニュースが連日の報道となって参り
ましたが、一般のサージカルマスクでは防げな
いとの事で、呼吸器感染のリスク軽減を目的と
した微粒子用マスク・３Ｍ社のＮ９５マスクの
注文が急増の模様です。

☆☆ 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

☆☆

４名
２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

幹 事 報 告

69名
51名(63名)
21名
12名

☆☆

①「2013～2014年度版 ロータリー手帳」申し込
みのご案内をお配りしています。2月21日（木）
までに必ずご提出をお願いいたします。
②大阪市青年功績賞授与式のご案内を本日お配
りしております。
③抜萃のつづり（その七十二）を本日お配りして
おります。
④青少年交換派遣学生の上木 澪さんの１月報
告書を本日お配りしております。
⑤2月9日（土）13：30～（登録受付12：30～）太
閤園3階ダイヤモンドホールにて「2012-13年度
インターシティ・ミーティング（第６組）」が
開催されます。ご出席の方は宜しくお願い致
します。
⑥№5・7・8テーブル、№1・2・3テーブルの出欠
のご返事を事務局までお願いいたします。
⑦台北陽明RC創立36周年記念式典出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑧観梅の出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。
⑨下半期の会費のご請求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。
⑩№4・6テーブル情報集会が本日17：30から「中
国酒家（トアロード店）」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。
⑪次々週例会終了後「第3回被選理事会」を開催
いたします。本日ご案内させて頂いておりま
すので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

誕生日自祝
郡 悦清
誕生日自祝
三谷 滋伸
８０才の誕生日を自祝して
西海 栄悦
中之島２０周年式典皆様の御出席よろしくお願
い致します
大阪中之島RC
大阪中之島RC山本会長エレクト小林実行委員長
ようこそお越し下さいました
川原 和彦
中之島RC山本会長エレクト小林実行委員長御来
訪いただきありがとうございます 永田 秀次
地区国際奉仕委員会小林委員長ご来訪ありがと
うございます。本日の卓話よろしくお願い申し
上げます
川原 和彦
小林地区国際奉仕委員長本日の卓話ありがとう
ございます。会員の皆様にはご清聴の程よろし
くお願い申し上げます
橋本 守之

）内は会員総数を基準とした値

2月7日の出席率
80.95％
４週間前（1月17日）の
メークアップを含む出席率 87.50％
メークアップ実施会員
4名（欠席者12名)
友情に感謝
先週例会欠席のお詫び
平成25年2月7日

小澤 満
永田 秀次
合計金

51,000円

累計金 １,907,000円

☆☆ 先週（2 月 7 日）の卓話 ☆☆
世界理解月間記念卓話
「国際奉仕の原点」
国際ロータリー第2660地区
国際奉仕委員会 委員長 小林 哲 様

まず最初に、貴クラブが創立45周年をお迎え
になりましたことに、心からお喜びを申し上げ
ます。また、私の所属する吹田西ＲＣの例会に橋
本国際奉仕委員長がわざわざお越し頂きご挨拶
を頂戴しました事に、改めて礼を申し上げます。
さて、貴クラブは台湾の台北陽明 RCとは従来
より姉妹クラブの関係を結んでいらっしゃいま
すし、周年記念式典に代表団をお送りになるご
計画も立てていらっしゃいます。また、本年度の
国際奉仕事業として、ネパールのパタンダル
パールスクェアＲＣとの「ネパールでの医療機
器提供プロジェクト」の贈呈式出席のために、会
長以下10名の代表団が昨年11月に現地を訪問さ
れ、成功裡にこの事業を終えられました。この事
業はマッチンググラントをご利用になるため昨
年6月にＤＤＦ申請を地区されましたが、これは
地区では2番目の早さでした。また、ＴＲＦへの
ＭＧの申請は地区内では最も早く、承認も7月末
に受けておられます。これはとりもなおさず、前
年度中に周到な計画をされていた証左であり、
次年度から実施されるＦＶＰに対しても、準備

怠りないものと推察いたします。
貴クラブが国際奉仕の事業を推進されるに当
たり、現地との交流を深め、会員の一人一人が奉
仕の実践に努め、奉仕の喜びと感動を肌で感じ
ておられることが、国際奉仕の原点であります。
そしてその奉仕の心を新たな会員に受け継いで
行かれることが、正に貴クラブの本年度のテー
マである「明日へ繋ごう」であり、本年度のＲＩ
のテーマである「奉仕を通じて平和を」への一歩
であると固く信じています。今後の貴クラブの
ますますのご活躍をお祈りいたします。

－インターシティミーティング第６組－
２月９日（土）13：30～17：30
太閤園ダイヤモンドホール

－－Ｎｏ．４、６情報集会－－
２月７日（木）17：30～19：30
神戸 三ノ宮 『中国酒家』
国際ロータリー第2660地区の高島ガバナー、
平
田第６組担当ガバナー補佐をはじめ地区役員、
各クラブの会員、総勢214名が参加して、
「日本の
行方 徹底討論」をテーマに大阪城北ＲＣをホス
トとして開催されました。

今度、会場をあえて遠い神戸の地『中国酒家』
にて、開催しましたのは！
非常に珍しくて、美味しい「フカヒレの刺身」
に舌鼓を打ち、締めのネギラーメン・デザートの
マンゴープリン、大学イモ（希望者多数あり）ま
で堪能し、舌を軽くして会話が盛り上がるよう
にと企画しました。
テーブル情報集会・本来の目的である「炉辺談
話」の実をあげる事が出来ました。
参加者： 川原会長、在本会長エレクト、
川本、衣斐、南川、中村(健）、
髙田、西浦、永田、中島（康）各会員
事務局 大保
以上１２名の皆様には、遠い所へのご参加、誠に
ありがとうございます。
○注「炉辺談話」―
アメリカ第32代大統領フランクリン・ルーズベ
ルトにより実施され、その手法はその後各国
のロータリークラブに広がりました。
テーブルマスター 中川 政照

京都大学名誉教授、中西輝正氏による「アジア
の視点から見た経済立国・日本」また、同志社大
学法学部教授、村田晃嗣氏による「アメリカとの
関わりから見た日本」と題して基調講演が行わ
れ、講演につづき両講師によるクロストークが
行われました。当クラブからは、２０数名の会員
が参加しました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
２月第２例会のお知らせ
日 時：2月20日（水）19:30～20:50
内 容：「姉妹都市と国際交流」
（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 TEL：09051247458
mail：tenmabashi@2660rac.org
登録締切：2月15日（金）

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
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ガバナー月信２月号より転載

「世界理解月間」によせて
国際ロータリー第２６６０地区 ガバナー
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凱 夫

⑤紛争の根底にある原因に取り組む奉仕プロ
ジェクトを支援する、
を検討、実施して下さいとおっしゃっていま
す。
クラブにおいては、
①国際的に活躍する卓話者を手配する、
②学校や大学から交換学生や留学生をクラブ
例会に招く、
③研究グループ交換の元チーム・メンバーを
紹介するプログラムを企画する、
④世界的問題に関する討論会を開く、
⑤国際的な文化芸術を主題にした催しを主催
する、
⑥国際色を強調した他のプログラムを計画す
るなど、
さまざまな活動を展開していただくようお願
い致します。
この機会を利用して、未実施のクラブは国
際奉仕活動に新たに挑戦したり、疎遠になっ
ている姉妹クラブ、友好クラブと連絡を取っ
たりしてはいかがでしょうか。 2月はまた、
ロータリー友情交換、あるいはその他のロー
タリー財団プログラムへの支援を奨励するの
に格好の月です。
世界理解月間は、ロータリークラブが親
善、平和、世界中の人々の相互理解といった
ロータリーの究極目的の探求を推進する好機
です。

2月は｢世界理解月間｣に指定されていま
す。
RI理事会は、「世界平和のために不可欠な
理解と親善」を強調する例会プログラムを計
画し、特別な活動に着手することによって、
世界理解月間を祝うよう、すべてのロータ
リークラブに要請しています。
また、1905年2月23日は、ポール・ハリス、
ス、ガスターバス・ローア、シルベスター・
シール、ハイラム・ショーレの４人がシカゴ
で初めて会合を開いた日で、ロータリーの創
立記念日にあたります。 ロータリーではこ
の日を世界理解と平和の日（World Understanding and Peace Day）と定め、この日の
意義をとくに強調し、国際理解と友情と平和
にむかって献身するよう要請されています。
田中 作次RI会長は「この日にあわせて平
和活動を計画して欲しい」と希望されていま
す。
このことは、昨年３月のPETSの際に、各ク
ラブ会長様にはウグイス色のリーフレット
「2012－2013年度ロータリー世界平和フォー
ラム」をお配りしています。即ち、
①クラブや地区の平和フォーラムを開催す
る、
②地域平和フォーラムを開催する、
③国際双子クラブによる協力関係を結ぶ(姉
妹クラブ、友好クラブ)、
④ロータリー平和フェローを推薦する、
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