
喫しました。そして無念にも多くの英霊の方々

の尊い命が太平洋の空と海に散られました。今

我々が平和に暮らせているのは、このように命

を懸けて国を守るために闘って下さったお蔭だ

と思います。昨今様々な発言や報道が数多く流

れていますが、日本人として本当の歴史を知り、

母国である日本を深く知る必要があると思いま

す。私自身の任期もまもなく終わろうとしてい

る今、心静かに、自分が享受している平和に感謝

の意を込めて行って参りました。 

☆会長報告 

１.２６６０地区に新しいクラブが設立されました。 

・大阪みおつくしロータリークラブ 

・例会場 大阪大学中之島センター９階交流サロン 

・例会日 木曜日１４：３０～１５：３０ 

・ビジターフイ ２，２００円 

本年３月７日に創立され、スポンサークラブはあ

りません。ＩＭ第８組に編入されます。６月１７

日（月）に太閤園にて認証状伝達式が開催されま

すので、クラブを代表して出席させて頂きます。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 大阪大手前ロータリークラブより、創立30周

年記念式典にご参加の方にＤＶＤが届いてお

りますので、お配りしています。 

② 新入会員歓迎会を6月20日（木）に開催させて

いただきます。本日ご案内をお配りしており

ますので、多数のご参加をお願いいたします。 

③ 青少年交換派遣学生の上木澪さんから報告書

が届いておりますので、お配りしています。 

  ☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆ 

  36ヵ年 坂本 一民  36ヵ年 宇野 稔 
  35ヵ年 髙松 貞彦  33ヵ年  衣斐 孝雄 
  26ヵ年 小寺 一矢  25ヵ年 重里 國麿  
  10ヵ年 目幸 文範  10ヵ年 中島 康之 
   1ヵ年 髙橋 弘泰 

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆ 
在本 茂 

               （以上敬称略） 

 ☆＊＊ 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。 

当年度も一か月を切るところまでやって参り

ました。残すところ３回の例会となりますが・・・

最後まで気を抜くことなく務めさせて頂きます

ので、よろしくお願い申しあげます。昨日、お正

月以来の靖国神社へ参拝してきました。さかの

ぼる事７０年前に、ハワイ北西に位置するミッ

ドウェー島をめぐり６月５日から７日にかけて

の海戦がありました。アメリカ艦隊、特に航空母

艦部隊を誘い出し、捕捉撃滅し、日本優勢の中で

早期に戦争を図る事を目的とした大作戦でし

た…が当初から暗号を解読され、この計画を察

知の上出動した日米海戦は日本にとってまさに

痛恨の海空戦となりました。紆余曲折の結果、敵

艦載機の急降下爆撃を受けて至宝の空母４隻と

搭載の全機２８５機を喪失し、致命的な敗北を

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2205回） 

２）ソング それでこそロータリー 

３）クラブ協議会（新旧合同） 

４）7月度定例理事会（新旧合同） 

次週（６月２０日）のお知らせ 

１）例 会 （2206回） 

２）ソング ふるさと 

３）卓 話 「 会 長 挨 拶 」 

          川原 和彦会長 
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④ クラブ協議会（新旧合同）の出欠のご返事なら

びに活動報告書のご提出が未だの方は早急に

事務局までお願いいたします。 

⑤ アンドレ君のフェアウエルパーティーが6月7

日（金）18：00より阪神百貨店10Ｆ「スコリオ」

にて開催されます。関係各位宜しくお願いい

たします。 

⑥ 6月20日の最終例会において今年度のホーム

クラブ皆出席表彰及び（メークアップを含む）

皆出席表彰を行います。既に表彰の準備を開

始しておりますので、今年度の有資格会員は

最終例会まで是非ご継続をお願いいたしま

す。止むを得ず欠席される場合は早めに事務

局までご連絡をお願いいたします。 

⑦ 本日例会終了後13：40より12－13年度 臨時理

事会を開催させていただきます。関係各位よ

ろしくお願いいたします。 

⑧ 次週例会終了後、7月度定例理事会（新旧合同）

が開催されます。本日ご案内をしていますの

で関係各位よろ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 溝手 悟 

誕生日自祝 保倉 賢造 

本日の卓話よろしくお願いします。 山本 喬一 

川原会長、永田幹事ご迷惑をおかけします！ 

  中川政照 

岡本会員そのせつはご迷惑をおかけしました。 

  中川政照 

在本会員、中島会員、石田会員 来月からガン

バリます。  中川政照 

長期欠席のお詫び！  中川政照 

平成25年6月6日  合計金   27,000円 

          累計金 2,906,029円 

☆☆ 先週（6月 6日）の卓話 ☆☆ 

「ロータリー・私・青少年交換」 

            山本 喬一会員 

私は、1996年入会で、現在は青少年交換の地区

委員もさせて頂いています。当クラブでは青少

年交換を私の入会と同じ1996年から毎年実施し

ていまして地区内で最も熱心なクラブです。こ

のためにも、青少年交換プログラムのことを皆様

により理解していただきたいと思っています。 

日本の青少年交換は、オーストラリアのロー

タリアン、ドナルド・ファーカー氏の真の国際平

和を願う気持ちから始まりました。彼は第2次世

界大戦中に日本軍との戦いで両目を失明すると

いう不運な出来事がありながらも、1961年の東京

での国際大会に参加して、平和な世界を作るた

めには、お互いの人間とりわけ若い人たち同士

が理解し合うことが大切だと感じて、日本から

高校生を受け入れることを決意しました。それ

が実現して1962年に7名の高校生がオーストラリ

アに行ったのが始まりです。すでに50年以上の歴

史があります。 

若い人たちにとって、現地の言葉を覚えられ

ることだけでなく、いっしょに暮らすことによ

り本当の国際理解が生まれるとともに、人間と

して大きく成長できるという、ロータリーの貴

重な事業のひとつです。委員でなくても、ホスト

ファミリーなど色々な形でこの事業に参加出来

ますので、是非クラブ全体で取り組んでいただ

きたいと思っています。 

また私は、世界理解と世界平和に寄与する奉

仕事業という観点から、当クラブ、当地区の青少

年交換が、もっと多様な国との交換が増えるこ

とを願っています。 

In the Spirits of Rotary, 

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

松花堂弁当    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 ２名 会員総数 70名 

国内ゲスト  １名 会員出席 50名(63名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 26名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 13名 

6月6日の出席率 79.37％ 

４週間前（5月16日）の 

メークアップを含む出席率 82.81％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者12名) 

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 
６月第２例会のお知らせ 

日 時：6月19日（水）19:30～20:50 
内  容：「今期活動報告及び卒業式」 
    （担当：理事会） 
場  所：錦城閣  登録料：8,000円 
登録先：幹事 谷 綾花 
 mail：tenmabashi@2660rac.org 
   TEL：09051247458 
登録締切：6月14日（金） 

移動例会のお知らせ 

6月20日(木)は移動例会（12：30～) 

インターコンチネンタルホテル大阪2Ｆ 

｢ＳＡＫＵＲＡ」での開催になります。 

休会日変更のお知らせ 

  6月20日（木） → 6月27日（木） 

※6月20日（木）が本年度最終例会になります。 


