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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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識 字 率 向 上 月 間
次週（３月１４日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2193回）

会

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

君が代・奉仕の理想

３）卓

４）卓

「脳を科学するＮＬＰ心理学」

話

マインドトレーナー

木村

寺内

真希

清視会員

徳岡昭七郎
永田 秀次
坂本 一民
衣斐 孝雄
藤井 弁次
谷本 圭二

3日
6日
7日
12日
15日
24日

北村 修久
橋本 守之
成松 正和
中村 修
中野 格
髙井宗一郎

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

「新入会員自己紹介」
御木

威

会員

紹介

（以上敬称略）

＊＊

日も風も星も

様

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
1日
3日
6日
10日
15日
23日

話

（2194回）

＊＊

☆☆

皆様こんにちは！！
今日は厳しい寒さも少しゆるみましたが、明
日からは３月です。あの未曾有の大震災から間
もなく２年が経過します。「歌でつなぐ・心のケ
アチャリティコンサート」が来週の８日に迫っ
て参りました。このコンサートでの収益金は,石
巻市の「災害移動支援ボランティアRｅｒａ」と
社会貢献共同体ユナイテッド・アースの「南三陸
町復興応援プロジェクトに寄付されます。当日
は京都フィルハーモニーの演奏・被災地などに
歌を届ける活動を続けるヒーユーマンノートの
コーラスをバックにシンガーソングライターで
あるゴダイゴの タケカワ ユキヒデさんとゴ
スペルをルーツとする寺尾仁志さんに歌って頂

きます。
ＩＭ６組全１１クラブが力を合わせ協賛を致
します初めての試みです。これからの１１クラ
ブの結束が試される催しでもありますので、ぜ
ひ会員のみならずご家族やお知り合いをお誘い
頂き、できるだけ多くのご参加をお願い申しあ
げます。つながりや絆の深さがあれば傷ついた
町々は必ずや素晴らしい町に復興するでしょ
う！当クラブも東日本の復興と希望ある未来に
向かって、コツコツと活動を続けて参りたいと
思います。
☆会長報告
１.２月２４日（日） 大阪市立信太山青少年野外
活動センターにて、大阪市青少年活動協会の卒
業式と卒業生に対する青年功績賞授与式が行
われました。在本会長エレクト・鍬田副会長・
永田幹事・中島幹事エレクト・森本新世代奉仕
委員長・山田雅則RAC委員長・高橋竜啓会員・御
木会員とともに出席し、２９名の卒業生に対し
て青年功績賞を授与致しました。１９７９年よ
り３４年にわたります当クラブ伝統行事でご
ざいます。大学生活の傍ら、長きにわたるボラ
ンティア活動をやり遂げ、光輝く卒業生たちに
いつもながらの清々しい感動をおぼえました。

☆☆ 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
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

69名
51名(66名)
21名
15名

種々の準備を頂いた森本委員長大変ご苦労さ
までした。
２.２月２３日（土）地区ロータリ財団補助金管理
セミナーに在本会長エレクト・中島幹事エレク
ト・成松会員・中島清治会員にご出席頂きあり
がとうございました。
３.２月２２日（金）NO１・２・３ テーブル情報
集会が北新地の「おらんく家」で開催されまし
た。美味しい土佐料理やお寿司を頂きながら、
何故か話題は皆さんの病気のお話で盛り上が
りました。最後に福井パスト会長より動物たち
と同様に我々人間のそれぞれの寿命があると
のいいお話を頂きました。中村修・中島清治
テーブルマスターお世話になりました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪中之島ロータリークラブ創立20周年記念
式典・祝宴のご案内を本日お配りしておりま
す。
②3月・4月の卓話予定表を本日お配りしていま
す。
③「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」
を本日お配りしております。なお、ご訂正のな
い場合もOKとご記入のうえ必ずご提出お願い
いたします。
④本日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「被選理事・役員懇親会の開催について」（案
内）を本日お配りしております。
⑥以前ご案内させていただきました「心のケア
チャリティコンサート」のチケットが届きま
したのでご購入希望の方は幹事までお申し出
下さい。詳細につきましては掲示板をご覧く
ださい。
⑦大阪大手前ロータリークラブ創立30周年記念
式典・祝宴の出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。
⑧本日「大阪天満宮観梅」が開催されます。ご参
加の方はよろしくお願いいたします。
⑨本日例会終了後 3月度定例理事会を「京都の
間」にて開催いたします。関係各位宜しくお願
い致します。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

観梅の会に参加させていただき有り難うござい
ました。
大阪西南ロータリークラブ
高澤冨士子様、河村美恵子様

）内は会員総数を基準とした値

2月28日の出席率
77.27％
４週間前（2月7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
4名（欠席者12名)
結婚記念日自祝
小澤 満
結婚記念自祝
西海栄悦
本日卓話よろしくお願いします。 高井宗一郎
高井さん初卓話ガンバッテ下さい。 川原和彦
高井さん本日の卓話楽しみにしております
永田秀次
女房の歌手時代のレコードを復刻するに当り、
中川会員、石田会員はじめ皆様のご協力有り難
うございます。感謝です。後もう少しの予約で
出すことができますので、宜しく願います。
高田 肇
アンドレ がんばれー！
徳岡昭七郎
平成25年2月28日

合計金

46,000円

累計金 2,026,000円

☆☆ 先週（2 月 28 日）の卓話 ☆☆
「新入会員自己紹介」
高井 宗一郎会員
入会させていただき早四ヶ月が経ちました。
ロータリの一員になって喜んでいることがあり
ます。それは「スーツが似合うようになった」と
いう事です。ここ１０年間ではじめてスーツを
買いました。今後は少しずつレパートリーを増
やしていきたいと思います。
私は1964年に奈良県大和高田市に髙井家の17
代目として生まれました。親子三代の車好きの
家系でございまして、そのお陰で我が家の家計
は「火の車」でございます。
好きな詩に宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」があり
ますが、今日は「雨ニモアテズ」をご紹介させて
いただきます。。まぁ自分はこういう時代に育っ
たんだなと反省の意味もこめて…
雨ニモアテズ、風ニモアテズ、雪ニモ夏ノ暑サ
ニモアテズ、ブヨブヨノ体ニタクサン着コミ、
意欲モナク、体力モナク、イツモブツブツ不満
ヲイッテイル、（中略）
東ニ病人アレバ、医者ガ悪イトイイ、西ニツカ
レタ母アレバ、養老院ニ行ケトイイ、南ニ死ニソ
ウナ人アレバ、寿命ダトイイ、北ニケンカヤソ
ショウガアレバ、ナガメテカカワラズ、
ヒデリノトキハ、冷房ヲツケ、ミンナニ勉強勉
強トイワレ、叱ラレモセズ、コワイモノモシラ
ズ、コンナ現代ッ子ニダレガシタ。
諸先輩方の教えに従って、少しでも宮沢賢治

の「ソウイウヒトニワタシハナリタイ」という人
物像に近づきたいと思います。今度ともよろし
くお願い申し上げます。

－－Ｎｏ 1.2.3 テーブル情報集会－－
№１、２、３テーブル情報集会が２月２２日
（金）に『おらんく家』で開催されました。
川原会長やオブザーバーの橋本会員、郡会員
を含め１９名の皆様に参加いただき、高知は土
佐のお料理に舌鼓を打ちました。
高橋（竜）会員、高井会員、御木会員の新人の
お話から、人生の先輩による病気の豆知識や、介
護士、品格のお話し等、何故か奥深い情報交換と
なりました。
楽しいひととき、皆様ありがとうございまし
た。

－－大阪市青年功績賞授与式－－
2月24日（日）大阪市立信太山青少年野外活動
センター青少年の家において、ボランテイア学
生の卒業式が行われました。
当クラブから川原会長、在本会長エレクトを
始めとして９名が出席をし、
キャンプスタッフ29
名に対して青年功績賞の授与を行いました。
第１部卒業式典および青年功績賞授与、第２
部卒業記念パーティーのプログラムがあり、新
世代の純粋な情熱を目の当たりにしロータリア
ンが全員、元気をもらい、それぞれ散会しまし
た。
新世代奉仕委員会

ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
11/８ 残
高
２/28 受
入
現 在 高

500円
100円
600円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
３月第２例会のお知らせ
日 時：3月17日（日）11:00～15:00
内 容：「クリーンハイク」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：天満橋駅～桜ノ宮駅
登録料：無料
登録先：幹事 谷 綾花
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：09051247458
登録締切：3月13日（水）

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
湯葉と椎茸のとろみスープ
芝海老と卵のチリソース煮
ライスとザーサイ
タピオカとメロン入りココナッツミルク
コーヒー

－－

観 梅 の 会

－－

２月２８日、厳しい寒さが少し和らいだ絶好
の観梅日和に例年のように大阪天満宮の「大盆
梅展」の鑑賞に続き亀の池のほとりの「星合茶
寮」に集合して開催されました。
当クラブ寄贈の梅の木を眺めながら寺井会員
と末澤会員のご好意による和田八の天ぷら、天
満宮のおでんやぜんざいとお酒を美味しくいた
だきました。梅の香りに春の訪れを感じた夕べ
でした。お世話いただいた川本会員と中川会員
に感謝申し上げます。

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

