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識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2195回）

会

２）ソング

友と呼べるのは

３）卓

「５，６０年前のお話」
髙松

次週（３月２８日）のお知らせ

貞彦

会員

話

（2196回）
朧月夜
「ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑとはなにか？」

大阪ロータリークラブ会長
(財）住友病院 院長

４）第4回被選理事会

松澤

佑次

様

健康委員会
４）4月度定例理事会

☆☆ ３月度の結婚記念日 ☆☆
永田
石田
川本
松宮

秀次
道夫
浩
清隆

郡 悦清
鍬田 充生
目幸 文範

荒木 幾夫
在本 茂
徳岡昭七郎
以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様こんにちは！！
先週当クラブは大変過密スケジーユルでござ
いました。順次ご報告申しあげます。
１.８日～１０日まで台北陽明ロータリークラブ
３６周年記念式典に１１名で出席して参りま
した。当クラブとの姉妹クラブ提携から丁度３
５年の節目でもあり、熱烈な歓迎をして頂きま
した。張会長はじめ色々な方々より、皆様にく
れぐれもよろしくとの事でした。あらためて今
後の両クラブの友好と奉仕の絆が深まる事を
誓い合いました。ただひとつ気になります事
は、小林地区国際奉仕委員長が先月の卓話でお
つしゃいました姉妹クラブのメンバー同士の
交流や友好が年月とともに稀薄になりがちで
あるとの事です！近年は我々も元気に行き来

をしておりますが、そろそろ次の世代の方々の
積極的な参画をお願いし、明日へ繋いで参る事
が大切であると思った次第です。
２.８日（金）３日に引き続き大阪府青年功績賞授
与式がドーンセンターて行われ、中村パスト会
長 森本新世代委員長にご出席頂き２２名の
卒業生を表彰頂きました。
３.同じく８日 ザ・シンフォニーホールでのＩ
Ｍ６組全１１クラブ協賛によるチャリティコ
ンサートに多数ご出席頂きありがとうござい
ました。ホストを頂きました、東淀ちゃやまち
ロータリークラブより成功裡に終わりました
とのうれしい報告が届いております。
４.９日（土）第二回クラブ職業奉仕新旧委員長会
議に大矢委員長・山田雅浩次年度委員長にご出
席頂きありがとうございました。同日クラブ社
会奉仕委員長会議に三谷副委員長にご出席頂
き御礼申し上げます。
５.１０日（日）世界ＲＡＣＤＡＹに因み、此花区
民センターに於きまして、大会があり大阪天満
橋ＲＡＣがホストを務めました。メンバーは全
てにおいてリーダーシップを取りホストクラ
ブの役目を松本会長をはじめとして十二分に
果たしてくれましたとの事です。二宮直前会

☆☆ 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

２名
０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
46名（64名)
22名
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長・永田幹事・山田雅則委員長ご出席頂きあり
がとうございました。
最後に、後程先月にご報告申し上げました、会
員増強に関するＳＡＫＵＪＩ作戦なるものにつ
きまして、会員強化委員会 梅本委員長よりご
説明をさせて頂きます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「45周年 春の家族会」出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
②「新年度ロスターの原稿」、ご確認済みの方は
事務局までご提出お願いします。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。
③新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
④「被選理事・役員 懇親会」の出欠のご返事を
事務局までお願い致します。
⑤3月26日午後から「殺虫剤散布」のために事務
局をしめさせて頂きますので宜しくお願いい
たします。
⑥本日例会終了後10Ｆ「平安の間」にて臨時理事
会を開催いたします。関係各位よろしくお願
い致します。
⑦11月度理事会にて「本年度より長寿会員をお
祝いする昼食会」の開催を決定しました。長寿
会員は満年齢で喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿
を対象と致しております。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

日々尊敬しております大阪ＲＣ立野会長エレク
トご来訪 誠にありがとうございます。
川原 和彦
中村パスト会長、二宮直前会長、留守中は大変
ありがとうございました。
川原 和彦
陽明ＲＣ３６周年にご出席の皆様、大変ありが
とうございました。
川原 和彦
１月の誕生日と３月１０日退院の自祝
土井 憲一
在籍３４ヵ年自祝
井戸 幹雄
２５ヵ年在籍表彰自祝
南川 和茂
２０ヵ年在籍表彰自祝
寺内 清視
１７ヵ年在籍表彰自祝
成松 正和
ホームクラブ６ヵ月皆出席自祝
髙田 肇
御木 威さん 初めての卓話 楽しみにしています。
在本 茂

）内は会員総数を基準とした値

3月14日の出席率
71.88％
４週間前（2月21日）の
メークアップを含む出席率 85.25％
メークアップ実施会員
0名（欠席者9名)
本日の卓話よろしくお願いします。 御木 威
川原会長はじめ、陽明RC３６周年式典参加の皆
様お疲れ様でした。
中村 健輔
陽明ロータリークラブへ行ってまいりました。
川原会長はじめ皆様おつかれさまでした。
在本 茂
台北陽明ロータリークラブ３６周年 川原会長
以下１１名参加していただき、有難度うござい
ました。全員無事帰国を祝して
橋本 守之
台北陽明ＲＣ３６周年記念式典 無事訪問を終
え、帰ってまいりました。参加された皆様お世
話になりありがとうございました。 中野 格
二宮直前会長、永田幹事、ローターアクト世界
ラックデー お世話になりました。感謝してい
ます。
山田 雅則
平成25年3月14日
合計金
83,000円
累計金 2,194,000円

☆☆ 先週（3 月 14 日）の卓話 ☆☆
「新入会員自己紹介」
御木 威 会員
みなさんこんにちは。まずは、この歴史と伝統
ある大阪天満橋ＲＣに入会を承認していただき
ありがとうございます。
私が生まれましたのは昭和48年12月28日、堺市
で生まれました。昔は、外で野球をしたり、虫取
りや釣りをする毎日でした。
小学校2年のときなんですが、今思えば、私の
人生において転機となる出来事が起きます。父
親の死です。ここより、母親は仕事に出て、母親
と顔を合わすのは朝のみで、夜は姉と二人っき
りという生活を数年過ごすことになります。こ
のことにより、とても勉強嫌いで世間知らずな
人間として成長していくことになります。
どれぐらい勉強が嫌いかと言いますと、家で
は一切勉強しない。中学に入って、テスト一週間
前はクラブ活動を休止してまで家で勉強するも
のだということ知って、衝撃を受けます。以降大
学受験に失敗するまで、すべて一夜漬けでの勉
強法をすることになります。
専攻は理系。理系を選んだ理由も、公式さえ覚
えればそれほど勉強しなくても点数が取れると
いう不純な理由から。ずーとぐうたら生活を
送ってきた私です。
家族ができ、このままではいけないと一念発

起し、３５歳で法律の勉強を始め、司法書士の資
格を取るという遅咲きの私ですが、栄誉ある大
阪天満橋ロータリークラブの一員として日々精
進してまいりたいと思います。今後ともよろし
くお願いいたします。

—- —-大阪府青年功績賞授与式—- —３月３日東大阪市野外活動センター「自由の
森なるかわ」で、ボランテイアリーダー１３名に
青年功績賞の授与を行いました。当クラブから
は、川原会長以下６人が参加しました。

３月８日「大阪府立青少年ドーンセンター」
で、ユースリーダー２２名に同功績賞の授与を
行いました。当クラブからは中村パスト会長、森
本新世代奉仕委員長の２名が参加しました。

るなど、１７００席の同ホールは２階席までほ
ぼ満員となり、京都フィルハーモニー室内合奏
団の指揮者井村誠貴、数百名の女性ゴスペル合
唱団（human note）を率いる寺尾仁志、そしてゴ
ダイゴのメインボーカル タケカワ ユキヒデの
心温まる演出の下で、約２時間にわたり、楽しい
コンサートが繰り広げられました。
売上金の一部は、宮城県で活躍する災害支援
ボランティア団体に義援金として贈呈されました。

—- —-長寿会員を祝う昼食会—- —本年度より始まりました長寿会員（喜寿・傘
寿・米寿・卒寿・白寿）を祝う昼食会、満年齢で
の変則ではありますが該当の岡本健会員（１９
３２・１２・１８）と西海栄悦会員（１９３３・
２・１６）が傘寿を迎えられ、３月１５日（金）
正午よりヒルトンホテル”源氏“にてお祝いの
昼食会を１９名の会員参加の下で開催いたしま
した。
川原会長のこの会の発起動機の御挨拶で開会
し、保倉会員によりますシャンパンでの乾杯の
御発声で宴がスタート。やはり“健康”について
の話題で盛り上がり、終盤の岡本会員・西海会員
のお話には耳がダンボになっておりました。最
後に在本会長エレクトの締めの御挨拶でアッと
いう間の二時間が終了致しました。ご参加の皆
様方有り難う御座いました。
（親睦活動委員会）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
４月第１例会のお知らせ

両日とも、卒業ボランテイアリーダーの純粋
な姿勢と、４年間の思い出、達成感に接し、出席
メンバー全員が感銘を受け、有意義に授与式を
終えることができました。
（新世代奉仕委員長 森本 章裕）

—-心のケア・チャリティコンサート—「京フィル震災チャリティ実行委員会」が主
催し、当クラブをはじめ、ＲＩ第２６６０地区Ｉ
Ｍ第６組全１１のロータリークラブが協賛する
チャリティーコンサートが、３月８日ザ・シン
フォニーホールで開催されました。当クラブが
引き受けた５０枚のチケットもすべて売り切れ

日 時：4月3日（水）19:30～20:50
内 容：「友好提携の台北陽明RACについて」
（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：3月29日（金）

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
オニオングラタンスープ
若鶏の照焼き、マッシュポテトとグリルベジタ
ブル添え
コーヒーのブランマンジェ、チョコレートアイス
クリームとアーモンドテュイル
パン コーヒー

—- —-台北陽明ＲＣ創立３６周年—- —３月９日（土）の台北陽明扶輪社三十六周年記
念式典出席のため、川原会長はじめ１１名の会
員にて訪問して参りました。
ウェルカム・パーティーは、タイペイ・ワール
ドトレードセンター３４階から市内の夜景を一
望しながらの華やかかつ賑やかな会食をし、三
十六周年記念式典は、近隣クラブ・姉妹クラブ・
ＲＡＣ・ご家族が一体となり、大変盛大に執り行
われました。
式典の冒頭、昨年１１月に亡くなられた、当ク
ラブと陽明ＲＣとの姉妹クラブ提携にご尽力な
されたＰ.Ｐ.Ｋｉｍｍａさんを忍んだ後は、
ピア
ノの連弾やオペラ独唱、また陽明ＲＣ奥様方の
随分上達されたオカリナの演奏を聞き、大いに
盛り上がりました。

いつもながらの陽明ＲＣの手厚い歓迎とお心
遣いに感激するとともに、これからも末永く姉妹
クラブ間の友情と親睦を大切にして参ります。
（国際奉仕副委員長 中野 格）

友と呼べるのは

信じ合っているから

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

一、友と呼べるのは

ねがいが同じだから

大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

友と呼べるのは

世界を作るために

しごとは違って も

平和で暖かい

世界を作るために

一人一人の

平和で暖かい

許し合っているから

ロータリークラブ

二、友と呼べるのは

のぞみが同じだから

おおロータリー

友と呼べるのは

時間は違っても

世界に満たすために

一人一人の

奉仕の理想を

世界に満たすために

ロータリークラブ

奉仕の理想を

おおロータリー

