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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

ＦＥＢＲＵＡＲＹ
世

界

２１
理

解

２０１３
月

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2191回）
奉仕の理想

会

（2192回）

２）ソング

雪山讃歌
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「45歳と45年の歩み」
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次週（２月２８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例
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話

「新入会員自己紹介」
髙井 宗一郎会員

末澤 正大会員
４）3月度定例理事会

４）第３回被選理事会

☆☆ ２月度の結婚記念日 ☆☆
藤井 弁次
宇野 稔
成松 正和

＊＊

重里 國麿
金田 五郎

小澤 満
西海 栄悦
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

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。
先日の日曜日フィギュアの４大陸選手権で浅
田真央ちゃんが２００点越えで優勝しました。
表彰台に日本の３選手があがり２２才の真央ち
やんが君が代を唄ってる姿に胸が熱くなりまし
た。そして日の丸３本が掲揚されたアングルは
圧巻そのものでした。ひと月後のカナダでの世
界選手権での金妍児との対決が楽しみでありま
す。日の丸と言えば１１日は「建国記念日」でし
た。「建国をしのび、国を愛する心を養う日」と
定められております。紀元前６６０年神武天皇
即位の年を皇紀元年とし本年皇紀２６７３年と
なります。
昭和１５年は皇紀２６００年を祝う年でし
た。「仰げば遠し皇国の紀元は２６００年」 昭
和天皇自ら橿原神宮に参拝され、その年の参拝
客は１１００万人を超えたそうです。又、世界の
空を席巻したゼロ戦がつくられたのはこの年で

す。失われた２０年から再出発をかける日本！
今一度皇紀という暦の中で連綿と続く建国の歴
史と日本民族の誇りを日々かみしめて参りたい
ものです。
☆会長報告
１.先週９日（土曜日）に第６組インターシティ
ミーティングが大阪城北ＲＣがホストをされ
太閤園で開催されました。２２０名近くが参加
され、当クラブからも福井・坂本・重里・郡・
石田 パスト会長の皆様はじめ２５名のご出
席を頂き、誠にありがとうございます。「日本
の行方！徹底討論」をテーマに大変充実した内
容で、
明るい日本の未来を感ずる事ができました。
２.昨日１３日 第２回のＧＳＥ受け入れ実行委
員会に中野副委員長にご出席頂きありがとう
ございました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪大手前ロータリークラブ創立30周年記念
式典・祝宴のご案内を本日お配りしています。
②「傘寿を祝う昼食会」のご案内を本日お配り
しています。
③大阪市青年功績賞授与式の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
④「2013～2014年度版 ロータリー手帳」申し込
みのご返事を事務局までお願いいたします。
⑤№1・2・3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。

☆☆ 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

１名
３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

69名
45名(59名)
21名
14名

⑥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。
⑦観梅の出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。
⑧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。
⑨№5・7・8テーブル情報集会が本日18：00から中
央電気倶楽部「えれき亭」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。
⑩次週例会終了後「第3回被選理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。
⑪本日は100万ドルミールを実施しています。ご
協力の程お願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

17ヵ年在籍自祝
山本 喬一
石田パスト会長、永田幹事、横浜同行ありがと
うございました。
川原 和彦
本日の卓話、よろしくお願いします。髙橋 弘泰
・今日、創業85年の記念日を迎えました。あり
がとうございます。
・先日は梅本さん、ご配慮ありがとうございま
した。
坂本 一民
中川パスト会長、美味しい冬の味覚ありがとう
ございました。
川原 和彦
平成25年2月14日
合計金
22,000円
累計金 1,929,000円

）内は会員総数を基準とした値

2月14日の出席率
76.27％
４週間前（1月24日）の
メークアップを含む出席率 87.30％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)
を経験したことがあります。真面目で親切、例外
なく敬虔なムスリムである彼等は、同時に豊か
な人間性と個性を持ち、また非常な親日家でし
た。日本車のメーカー名を叫びながら抱きつく
人。日本人の身体能力を測る為に手がちぎれそ
うな握手をし、また隙を見ては襲い掛かってく
る人(好意)。予期できない言動の反面、彼等は
メッカから遠く離れたイギリスにおいて、校内
での礼拝は自粛しつつも、禁酒他戒律を重んず
る姿勢は崩さないのです。
そんな寮生活中、ついにラマダン(断食月)が
到来。怒涛の日常に驚きの毎日を送る中、破壊的
な英会話力という共通点が、アラブ人と日本人の
間に実に奇妙な友情をもたらしていきました…。
イギリスでは、テロ被災国でありながら、五輪
資金の調達手段等、イスラム/アラブ社会に融和
的なメッセージを次々と打出しています。我が
日本でも同様に、相互理解と友好の絆がより広
がっていくことを切に願ってやみません。

★ №. ５、７，８テーブル情報集会 ★
日時 ２月１４日
場所 中央電気倶楽部「えれき亭」

☆☆ 先週（2 月 14 日）の卓話 ☆☆
「420分のアラビアンナイト」
髙橋 弘泰会員
2001年ＮＹ同時多発テロ、2005年ロンドン無差
別テロ、そして本年のアルジェリア人質事件他、
イスラム過激派武装勢力による重大事件が後を
絶ちません。日本人犠牲者が最多とされるアル
ジェリア事件を耳にした時、私がまず思い浮か
べた事は、日本・極東には統計を見るにつけて
も、アラブ/イスラム圏の移民や居住者が他地域
に比べ極端に少ないため、その接触の機会の乏
しさから、彼等への行動理解を要する場面やコ
ミュニケーションを図る際に不利な面が生じて
いないかという点。そしてこのような事件の頻
発が日本とアラブ/イスラム圏の交流機会をさ
らに遠ざけてしまうのではないか、という２点
でした。
私は1年弱のイギリス滞在中、3ヶ月ほど寄宿
寮にてアラブ/イスラム圏の学生との共同生活

川原会長のご挨拶、橋本会員のご発声による
乾杯に続き、安田会員ご持参の「魔王」を飲み
重ねながら、鹿児島牛の美味しいすき焼きを鱈
腹食し、４つに分かれたテーブルごとに談論風
発の後、重里パスト会長の締めのご挨拶でにこ
やかに解散しました。

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
法蓮草胡麻和え すき焼き丼（牛肉 白菜
玉葱 焼豆腐 椎茸 人参 青葱 糸蒟蒻 温
泉玉子添え） 赤味噌仕立て 苺 コーヒー

