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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
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

ＡＵＧＵＳＴ ３０ ２０１２ ＮＯ．２１６９
会員増強および 拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2169回）
２）ソング
奉仕の理想
３）卓 話 「ガバナー所感」
ＲＩ第2660地区ガバナー
高島 凱夫 様
４）ガバナー公式訪問懇談会
５）9
５）9月度定例理事会

次週（９月６日）のお知らせ
１）例 会 （2170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 新世代のための月間記念卓話
「4年間の活動で得たこと」
「キャンプ活動をとおして感じたこと」
一般財団法人 大阪市青少年活動協会
ボランティア
田端 浩多 様
ボランティア
津田 彩子 様

☆☆ 高島 凱夫ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
【そ の 他】
ベネファクター
メジャードナー
米山功労者（マルチプル）

ガバナー公式訪問を迎えて

国際ロータリー第2660
国際ロータリー第2660地区
2660地区
たかしま

よしお

高島 凱夫ガバナー
プロフィール
【生年月日】 1944 年9月20日
【職業分類】 耳鼻咽喉科医
【ロータリー歴】
1992年 大阪中之島RC入会（チャーターメンバー）
1998～ 1999 年度 副会長
2000～ 2001 年度 会長
2006～ 2007 年度 会長
【第2660地区】
1995 ～ 1996 年度 親睦委員会委員
1998 ～ 1999 年度 広報委員会副委員長
2010 ～ 2011 年度 ガバナー補佐

会長 川原 和彦
高島凱夫ガバナー、
本日はようこそお越しくだ
さいました。大阪天満橋ロータリークラブ会員一
同、心より歓迎申しあげます。
先日は、
平田達男ガバナー補佐にご来訪いただ
き、
当クラブの現況ならびに年次計画についてご
報告申し上げ、貴重なご助言をいただきました。
本日は、高島ガバナーより、今年度国際ロータ
リーが目指す方向性とともに、
クラブ運営につい
ての忌憚のないご助言、ご指導を頂ければ誠に幸
甚に存じます。
本年、当クラブは創立４５周年を迎えます。
創立時の原点に還り、「明日へ繋ごう！」をテー
マに明るく夢と希望を体感できる素晴らしいク
ラブを築くべく心がけております。
高島ガバナーには、
ご多忙の中ご来訪いただき
心から感謝申し上げると共に、
益々のご活躍とご
健勝をお祈り申し上げます。

☆☆ 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

０名
０名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
53名(60名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
7名

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
こんにちは！本日はゲストの方がおられませ
んので、会員の皆様、どうぞお時間の許す限り、
ごゆるりとお過ごしくださいませ。
先ほど、夏の甲子園の決勝が終わりました。春
の優勝校である大阪の桐蔭高校が３－０で優勝
したとのことです。
２週ぶりの例会でございます。お盆をはさみ
今年は様々な事がございました。
☆ロンドン五輪で日本は史上最大３８個を
獲得！感動と興奮はもちろんの事、様々
なシーンで若者たちの輝く眼差しの素晴
らしさ、又準備と努力がどれほど大切な
事なのかを改めて教えて貰った気がいた
します。
☆また落雷や豪雨で多くの被害が発生して
おりますが、地球規模での昨今の地殻変
動と異常気象！フォトンベルトまであと
４ヵ月・・・それぞれの危機管理が大変
重要かと思います。
☆そして６８回目の終戦の平和の祈りの
真っただ中、わが国は、にわかにキナ臭
い緊迫状態に入っております。自分の国
は自分で守り！ぶれない・媚びない・屈
しない外交を祈る次第です。我々ロータ
リークラブは常々国の壁を越えて様々な
奉仕活動を続けておりますが、どんな国
にも愛のある人が必ずいる！！事を信じ
て
「平和」に向かって歩もうと思ったお盆で
した。
会長報告
１.会員増強及び拡大月間にうれしいお知らせで
す。本日１１時より、新入会員インフォメー
ションがあり、西海栄悦さんが入会をされま
した。西海さんは１９８４年５月から当クラ
ブに１８年間在籍されておられまして、入会
というよりも、おかえりなさい！！大先輩！
がぴったりでございます。入会にご尽力いた
だきました福井パスト会長・井戸パスト会長
に心より感謝申し上げます。これで会員数68
名となります・・・１２月までには、まずは

）内は会員総数を基準とした値

8月23日の出席率
88.33％
５週間前（7月26日）の
メークアップを含む出席率 88.52％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)
70名のクラブにと皆様と指切りをしたいもの
です。
２.８月９日夜にＮＯ１.４.８テーブル情報
集会が開催されました。ＡＢＣ朝日放送
横のほたる町の素敵なスペイン料理のお
店でした。冒頭の福井パスト会長のご挨
拶で１９４０年代のその辺りに点在して
いた大阪大学の各学部などの思い出を感
慨深くお話し頂き、とても印象的でした!
大矢ＴＭ目幸ＴＭお世話になりありがと
うございました！
最後に、来週の例会は高島凱夫ガバナー公式
訪問でございます。多数の皆様のご出席をお願
い申しあげます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「ＲＩ第2660地区 2012～13年度 地区大会」
のパンフレットが届いておりますので登録申
込書とご一緒に配布させて頂いております。
今年度は当クラブもコ・ホストクラブをさせ
て頂いておりますので多数のご参加をお願い
いたします。なお、申込書下方に分科会の出席
対象者が明記されておりますので該当されま
す会員各位は分科会へのご参加もよろしくお
願い致します。
②大阪市北消防署から「世紀をこえて－北消防
署100年史－」を頂戴いたしましたので事務局
で保管しております。
③次週8月30日は高島ガバナーをお迎えしての
ガバナー公式訪問です。多数の会員のご出席
をお願いいたします。なお、11時30分から10Ｆ
「京都の間」にてガバナー公式訪問懇談会が
開催されます。関係各位宜しくお願いいたし
ます。
④次週例会終了後「9月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。
⑤本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

ホームクラブ６ヶ月皆出席自祝。昨日大阪北ク
ラブにてP.P.河田会員に卓話のお礼を申し上げ
ました。
二宮 秀造

再入会。井戸様、福井様、お世話になりまし
た。
西海 栄悦
西海先生、本日の再入会を心よりお祝い申し上
げます。
川原 和彦
西海様再入会おめでとうございます。
永田 秀次
本年度最初の新入会員、西海栄悦（にしうみし
げよし）様の再入会を歓迎いたします。
会員強化委員会
保倉先生、素敵なスナップ写真ありがとうござ
いました。
川原 和彦
８月１７日に娘の稀依がオークランドから３週
間の短期留学から無事帰国しました。
目幸 文範
平成24
平成24年
24年8月23日
23日

合計金

35,000円
35,000円

累計金

544,000円
544,000円

☆☆ 先週（８月２３日）の卓話 ☆☆

地区青少年交換委員 山本 喬一

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第１例会のお知らせ
日 時：9月15日（土）18:00～20:00
内 容：「関西大学RAC・大阪天満橋RAC合同
ダーツ例会」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：ゆめ八 梅田二店
登録料：4,000円
登録先：幹事 谷 綾花
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：09051247458
登録締切：9月7日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・小松菜と薄揚げのお浸し
・茹でレタスと豚しゃぶの胡麻ダレサラダ
・鱧の湯引き 梅肉
・南京 鶏そぼろ餡掛け
・鰻のひつまぶし 錦糸玉子
・玉子豆腐と冷し素麺 旨出汁
・香の物三種盛り
・コーヒー

元京都 ＲＣ

作詞 前 田和 一郎

つど

な りわ い

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

奉 仕 のののの理想

みく に

奉 仕 の理 想 に集 い し友 よ

くおん

御 国 に捧 げ ん 我 等 の生 業

とわ

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和
め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

永 久 に栄 え よ
我 等 の ロー タ リ ー
ロー タ リ ー

「私の体験（その一）空襲（大阪と岡山）」
坂本 一民 会員
① 空襲とは どんなものなのか、平和でなくて
はロータリーはない。
② 人間は マイナスをプラスにかえていけるも
のなんだ。
ということをお話したいと思います。
私は内久宝寺町1丁目で生れ、生後3ヵ月の時
徳井町1丁目へかわり、戦災にあって岡山へ行き
戦後島町へまいりました。子供の時は父親の育
て方は厳しく、いわば「アカンタレ」でした。
汎愛中学（旧制）へ入学し1年2学期から勤労動
員で造幣廠へいきました。1年生の終り1945年
（昭和20年）3月13日夜から14日未明に第一回の
大阪空襲があり、焼け出され一家全員リュック
サック5つで逃げたのでした。岡山市内の伯母を
頼っていった時、父が泣いたのを見てえらいこ
とになったと実感したのでした。
翌朝 岡山県船穂町の伯父伯母の家へ疎開し
私は岡山二中（現在の操山高校）へ転校いたし
ました。岡山の空襲はひどいもので市電は動か
ず異臭が一週間ただよい 私たち生徒は校舎が
焼けましたので 山を越えて成徳学園の教室を
借りて授業をうけました。大阪ではあまり勉強
が出来ていませんので転校して非常に苦労しま
した。父が一年半後大阪へ復帰し私も大阪へ帰
りました。疎開中のこの時のつらさが身にしみ
て、なにくそ、どんな苦難でもこい受けてたつ
ぞとかえって度胸がついたように思います。こ
れでマイナスをプラスにかえていけたのだと
思っています。

－本年度青少年交換受入学生－
本年度、当クラブで受け入れるアンドレ君か
ら、出発直前の様子を伝えるメールが届きまし
た。先に日本から派遣した「上木澪さん」を遊
園地に案内してくれたそうです。この週報が会
員の皆様の手に渡るときには、アンドレ君は日
本に到着して例会で皆さんに元気な顔を見せて
くれていることでしょう。

2012 13年度 ガバナー月信7月 より

