
しての誇りと祖先より受け継いだかけがえの無

い宝を次世代に伝えるべく、身も心もリフレッ

シュし、新たな活力を授かり、清々しい季節を送

りたいものでございます！ 

☆会長報告 

１.ＲＩ日本事務局より、福原哲晃会員・安田義治

会員・山田雅弘会員にマルチプル・ポールハリ

スフェロー・ピン 岡本健会員にはポールハリ

スフェローの認証状とピンが届いております。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 第23回日本ロータリー親睦ゴルフ「北海道大

会」のご案内が届いております。詳細につきま

しては掲示板をご覧ください。 

② 「アフターインフォメーション開催のご案

内」を本日お配りしております 

③ 本日例会終了後10Ｆ「京都の間」にて第5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。 

④ 次週例会終了後10Ｆ「平安の間」にて5月度定

例理事会が開催されます。本日ご案内をお配

りしていますので関係各位よろしくお願いい

たします。 

⑤ 次々週5月2日とその次の週の5月9日は定款に

より休会とさせて頂きます。なお、事務局もお

休みにさせて頂きます。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

ＧＳＥ・ドイツハンブルクチームの皆様ようこ

そお越し下さいました。 川原 和彦 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは！！ ご来訪の皆様、ようこ

そお越しくださいました。会員の皆様も多数ご

出席ありがとうございます。 

本日はR．Ⅰ．１８９０地区よりドイツ・ハン

ブルクよりＧＳＥチーム５名の皆様がお見えで

す。朝から大阪天満宮を訪問、本殿で正式参拝！

お神楽と雅楽を拝聴し、天満宮や天神祭のお話

を賜り、絵馬や絵葉書などのお土産まで頂きメ

ンバーの方々大変感激され喜んでおられまし

た。ハンブルクと大阪は１９８９年より姉妹都

市ですが、両国並びに両都市の友好にチョッピ

リお役に立ったのではと思います！寺井宮司は

じめ大阪天満宮の皆様に大変お世話になり感謝

の次第です。又ご同行頂きました、鍬田副会長・

永田幹事・橋本国際委員長・中野副委員長早朝か

らありがとうございました。 

天満宮から少し話は移りますが、出雲大社は

昭和の御遷宮以来６０年ぶりとなる「平成の大

遷宮」を平成２０年から７年にわたり進行中で

す。いよいよ来月５月１０日、麗しく蘇ったご本

殿へ大国主大神様が入られる本殿遷座祭が執り

行われます。その後５月いっぱいは様々な神事

が続きます。間もなくゴールデンウィークに入

り新緑一杯の素晴らしい季節の到来ですが、ぜ

ひこの機会に、一生に一度の特別の機会かもし

れません「大遷宮」の出雲大社を訪れ、日本人と

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2200回） 
２）ソング  背くらべ 
３）卓 話 「ロシアと日本のこれから」 
     在大阪ロシア連邦総領事 
      ナイリ・Ｍ・ラチ―ポフ 様 
         徳岡 昭七郎会員紹介 
４）5月度定例理事会 

次回（５月１６日）のお知らせ 

１）例 会 （2201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 「入会１２年目を迎えて」 

           山田 雅浩会員 

５）第6回被選理事会 
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大阪大手前ロータリークラブ三木パスト会長よ

うこそ！！ＧＳＥチームお迎えありがとうござ

います。 川原 和彦 

川原会長より、珍しいお花頂き有難う御座居ま

した。結婚記念日自祝 中村 健輔 

結婚記念日自祝 大矢 平治 

結婚記念日自祝 中島 清治 

病気も一区切りがつき健康に感謝して  

 中島 豊彦 

女子プロのリゾート・トラストに行ってきまし

た。森田やアマの希望ちゃんについて回りまし

た。非常に良かったです。保倉先生ありがとう

ございました。 成松 正和 

平成25年4月18日  合計金   35,000円 

          累計金 2,627,029円 

☆☆ 先週（4月 18 日）の卓話 ☆☆ 
「平和を実現する人は幸いです」 

    【人間について】-- 
           西海 栄悦 会員 

 人間は幸福や豊かさ喜び平和を生み出し実現

し、また破壊する事の出来る存在です。－・人間

は創造主なる神によって創造され、生き物の中で

特別な存在です。 

《人間は三つの要素から成り立っている》 

・①・肉体、(動物的存在)・②・魂(心)・(人格的

存在)・③・精神(霊的存在)・こま(玩具)の例え、

コマが立つ要素、材質、心棒、遠心力、 

(1)・肉体、(外なる人)・(プスケーの命)物質、本

能、利己人生・[生ける死屍］、 

・②・唯物論的人生観、進化論的人生観、本能的

人生、(自己中心、排他的、－エゴ、利己主義

的人生は喜び、安心、平和を失い、破壊します、

欲が孕んで罪、争い、敵を生み出し、滅びと死

を産む,・肉の思いは死である、 

・③・本能的人生自己保存本能、支配本能、防御

本能、生殖本能、獲得本能、 

(2)・豊かな心・(内なる人)・生きた人格・(知性・

感性、意思,・意志、) 

・①・知性 ・理性、 物事を理解し、考え、判断

し、道理(善悪、真偽、道徳、義務の意識,)を

与える 能力、 

・②・ 感性・ 五感、物事を心に感じ取るは働き、・

味覚、視覚、触覚、聴覚、臭覚、 

(3)・精神・(内なる人を生かす命)・ゾーエイ・ア

イオニオン・創造主のいのち) 

・①・健全な人格を形成する生命、目的、計画を

選択し意識的に決定し行動の意欲を起こし、

行動を推進し、また,制御する心の知的な働

き、健全な良心の働きの能力, 

・②・精神の活動、・宗教、思想、哲学、道徳、

芸術、学術、 

・③・に満ち溢れた心・愛とは・寛容、情け深い

不作法をしない、自分の利益を求めない、いら

だたない、恨みを抱かない、不義を喜ばない、

信頼と希望と忍耐に満ち、失望を締め出し、拒

絶する、 

・④・互いに愛し合う、愛に生きるとは対者のう

ちに自分を置き、見出す、 

・⑤・真実な愛とは・友のため命を捨て与える、・

敵をも愛する、 

・⑥・真実な愛は、すべてを完成させる絆(帯)で

ある、(聖書) 

「与えることは、受けることより幸いです」 

－－ドイツＧＳＥチーム来訪－－ 

大阪の姉妹都市であるハンブルクより1890地

区のＧＳＥチーム(団長ﾊﾝｽ･ﾎﾞﾄﾞ ﾌｫﾝ ﾗﾌｧｴﾙﾄさん

以下５名)が大阪天満宮に参拝・神楽鑑賞のあと

当クラブ例会に出席され、お互いのバナーを交

換しました。 

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

人参のポタージュ 

ビーフと野菜入りコロッケ、トマトデミグラスソース 

プラリネ風味のアップルタルト、 
バニラアイスクリーム添え 

パン  コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ３名 会員総数 69名 

国内ゲスト  １名 会員出席 47名(63名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ５名 会員欠席 16名 

4月18日の出席率 74.60％ 

４週間前（3月28日）の 

メークアップを含む出席率 83.08％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者14名) 

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 
5月第１例会のお知らせ 

日時・場所: 5月8日(水) 19:30～20:50 錦城閣 
内容:「大阪天満橋RC鍬田副会長による卓話」 
    （専門知識開発委員会） 


