
た。後ほど記念品をお渡ししお祝いをさせて頂

きます。 

≪会長報告≫ 

１.本日、指名委員会が開催され、クラブ細則第1

条第1節⑵に基づき2014～2015年度の理事役員9

名の候補者の指名が行われました。次々年度会

長候補者は山本喬一会員、次年度の候補者は、

副会長候補者：橋本守之会員、幹事候補者：    

中島清治会員、会計候補者：中村健輔会員・理

事候補者：高良尚志会員・石田道夫会員・山田

雅則会員・大矢平治会員・中島豊彦会員です。

なお、立候補される会員ならびにご推薦される

会員がおられましたら、11月14日までにお申し

出ください。なお、本年度のクラブ年次総会（次

年度・役員選挙）は11月28日の例会後に開催する

予定です。 

２.公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ

り米山功労者の感謝状が北村修久会員・目幸文

範会員・末澤正大会員に、米山功労者マルチプ

ルの感謝状が二宮秀造会員・山田雅浩会員・保

倉賢造会員に届いておりますので後程お渡し

致します。 

 ☆☆ １１月度のお誕生日 ☆☆ 

14日 勝見 茂  17日 川原 和彦 

              （敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆さんこんにちは、ゲストの皆様、ビジターの

皆様ようこそいらっしゃいました。どうぞご

ゆっくりおすごしいただきたいと思います。

すっかり秋らしくなり、涼しくなりました、気温

の変化が急ですので、お身体にご注意を払って

いただきこの秋を気持ちよくおすごし戴きたい

と思います。 

皆様にもお知らせ致しておりますが、過日執

り行われました「三世代クラブ合同例会」におけ

る三世代合同奉仕事業についての記事が10月18

日の産経新聞に掲載されました。お世話戴きま

した橋本会員ありがとうございました。 

また、10月22日にはゴルフ同好会の本年度第2

回ゴルフコンペが行われ、箕村会員が優勝され

ました。箕村会員おめでとうございます。 

今月、安田義治会員が金婚式を迎えられまし

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2223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 ロータリー財団月間記念卓話 

   「奉仕活動と財団の補助金」    

    地区財団補助金小委員長 

    地区災害支援プロジェクト副委員長  

            宮里 唯子様 

５）記念写真撮影 

次週（１１月１４日）のお知らせ 

１）例 会 （2224回） 

２）ソング ロータリー讃歌 

３）卓 話 創立46周年記念卓話 

  「大阪天満橋RC創立46周年記念卓話」    

             福井 興会員 

 

ＮＯＶＥＭＢＥＲ ７ ２０１３ ＮＯ．２２２３ 

事務局電話(06)6374-0303 FAX(06)6374-0310 ホテル電話(06)6374-5700 

E-mail:temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp  http://temmabashirc.xsrv.jp 

第2660地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日 

OSAKA-TEMMABASHI

事務局 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番19号 東洋ビルディング本館3階 

例 会 毎週木曜日 12時30分 インターコンチネンタルホテル大阪 

会 長 在本 茂  幹 事 中島 康之  広報委員長 荒木 幾夫 
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 ☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「ＲＩ第2660地区 2013～14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きます。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 地区より「2013-14年度のための 地区協議会 

記録書」が届いておりますので関係各位にお

配りしております。 

③ 11・12月卓話予定者表をお届けしております。

担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者

を事務局までご連絡お願いいたします。 

④ 三世代合同社会奉仕事業の内容が掲載されて

おります産経新聞の記事のコピーを本日お配

りしております。 

⑤ 「新年初例会前の天満宮でのご祈祷」出欠の

ご返事を事務局までお願いいたします。 

⑥ №7・8テーブル情報集会の出欠のご返事を事

務局までお願いいたします。 

⑦ №1・2・3テーブル情報集会が本日18：00～ヒル

トン大阪３F「王朝」にて開催されます。関係

各位宜しくお願いいたします。 

⑧ 次週例会終了後に記念写真撮影を行いますの

で宜しくお願いいたします。 

⑨ 本日例会終了後、11月度定例理事会が3F「アン

バー」にて開催されます。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 

＜10月17日例会分＞ 

17ヵ年在籍自祝 松宮 清隆 

６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝 中村 修 

三世代クラブ合同例会に三クラブよりたくさん

のメンバーに出席して戴き有難うございます。 

 在本 茂 

三世代クラブ合同例会を祝して。鈴木理事長様

ようこそお越し頂きました。 中村 健輔 

「ニコニコ大賞」感謝 川本 浩 

伊勢神宮参拝では大変お世話になりました。親

睦委員会の皆様有難うございました。 

 中村 修

連続欠席を深くお詫び申し上げます。 

 松宮 清隆 

平成25年10月17日  合計金   40,000円 

          累計金 958,200円 

＜10月31日例会分＞ 

結婚記念日自祝。会長キレイなお花ありがとう

ございました。 中島 康之 

結婚記念日自祝及び金婚式のお祝いありがとう

ございました。 安田 義治 

久し振りに卓話を担当して 藤井 弁次 

谷本委員長、先日の三世代クラブ合同例会お疲

れ様でした。 中村 健輔 

シンガポールのマリン・ベイ・サンズのホテル

屋上プールで泳いできました。『念願達成』

『感謝健康』 重里 國麿 

韓国ソウルエアショーに自家用機で行ってきま

した。 山村 朋史 

連続欠席のお詫び 成松 正和 

平成25年10月31日  合計金   40,000円 

          累計金 998,200円 

☆☆ 先週（10 月 31 日）の卓話 ☆☆ 

「 出雲と大和の関係 」 

藤井 弁次会員 

ここ20年ぐらい前までは、出雲といえば神話

の世界として語られるだけで、古代史の中に正

式に組み入れられることはほとんどなかったよ

うです。それが1990年代になって、考古学的に重

要な資料が次々と発掘されることになり、にわ

かに出雲王朝の実在性が注目されるようになっ

てきました。同時に出雲と大和王朝の関係がさ

かんに論じられるようになり、それまで北九州

にあった九州王朝との関係も明らかになってき

ました。 

もともと出雲は大和王朝より前から大和に先

住し、さらに全国的にも大きな影響力があった

ものと考えられています。このような考え方は

以前からありましたが、今回ベストセラーと

なった「出雲と大和」という著書を契機にして、

今後新しい展開がみられると思われます。 

本日は、私が日本古代史に興味を持つように

なった動機についてもお話をし、その中でも特

にその起点となった賀茂氏と出雲との関係や他

の豪族との関係、賀茂氏にまつわる話題にも触

れてみたいと思います。また出雲王朝と大和王

朝との微妙な関係についてもできる限りお話し

するつもりです。なお時間があれば、古代史上の

興味ある話題についても言及致します。 

 ☆☆ 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 67名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 45名(60名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 25名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 15名 

10月31日の出席率 75.00％ 

５週間前（10月3日）の 

メークアップを含む出席率 85.00％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者10名) 



☆☆ 2013 年度 秋の家族会☆☆ 

親睦活動委員会 

本年度は10月12日（土）、素晴らしい秋晴れの

中、会員・ご家族総勢38名で式年遷宮・伊勢神宮

特別参拝に行ってきました。 

伊勢神宮では本殿の御垣内の中に入っての正式

参拝と神楽殿にて雅楽、典雅な舞が奉納され祝詞

が御神前に奉上されました。おかげ横丁/おはら

い町にて散策、お買い物等でフリータイムを過ご

し、昼食は老舗和田金にて名物松阪牛の寿き焼き

を賞味しました。 

和やかな雰囲気の中、楽しい一日を全員で過ご

すことができました。ご参加いただきました会員

ご家族の皆様に御礼申し上げます。 

－－ゴルフ同好会コンペ－－ 

第２回在本会長杯を10月22日(火)に伏尾ゴル

フ倶楽部にて開催いたしました。 

雨のよく降るなか、当日だけ本当によい天気

に恵まれました。今回も19名の会員が参加致しま

した。在本会長の挨拶に続き、成績発表、会食と

明るい雰囲気で進みました。 

第2回優勝者は箕村会

員、ベスグロも箕村会

員で完勝でした。新人

の優勝で喜ばしいこと

でした。先輩会員もが

んばりましょう。 

表彰式に続き、井戸キャプテンの講評にて終

了致しました。次回は４月に大宝塚の予定です。 

幹事に箕村、寺杣、阪本会員に就任戴きまし

た。今後、お手伝いのほどよろしくお願い致し

ます。 

   キャプテン    井戸 幹雄 

副キャプテン   石田 道夫                    

幹 事      中村  修 

－－ No.1,2,3 テーブル情報集会－－ 

日 時 平成25年10月31日（水）18:00～ 

場 所 ヒルトンホテル大阪「王朝」 

最初に在本会長よりご挨拶があり、ヒルトン

ホテルさんとのお付き合いを大切にしたいとの

お言葉、そして続いて福井会員のユーモアたっ

ぷりの乾杯のご発声により参加者１８名で情報

集会がスタートしました。 

ふかひれスープ、北京ダック、麻婆豆腐・・・

次々と出てくる料理に皆「美味しい」と残さず平

らげ、特に五目入りチャーハンはとても美味し

い！！ 

宴中頃には阪本会員から「１１０＆稲成荷

町」、南川会員から「冷蔵車」、川原直前会長か

ら「じっくり」、土井会員から「感謝」、安田会

員から「辛抱」、中島(清)会員から「協力」、徳

岡会員から「ベリーダンス」など情報集会ならで

はの話しがあり、いろんな情報交換ができまた

親交が深まった、大変有意義な情報集会でした。 

（TM 1,溝手、2,中村(健)、3,大矢） 



 2010年７月から有効となったRI戦略計画

は、ＲＩとロータリー財団それぞれが進むべ

き道が一致するように練り上げられたもので

す。そのうちロータリー財団が実施した大き

な変革がＦＶＰ「 未来の夢計画」でありま

す。３年間のパイロット期間を経て、いよい

よ今年度から全世界でＦＶＰ「未来の夢計

画」が始まりました。今年２月には皆様に補

助金管理セミナーを受けて頂き、クラブと地

区の間でＭＯＵ（覚書）を交わしました。そ

して昨年度は地区補助金の計画年度でありま

したが当地区内では44クラブが地区補助金の

申請をされ、これを地区がロータリー財団に

対して一括申請を行いました。この申請は承

認され７月には補助金が地区に届きました。

またグローバル補助金には８件の申請があっ

て、４件もの申請がロータリー財団から承認

を受けております。私は今年度の地区方針と

共に、５つの目標をお示し致しましたが、そ

のうちの一つがＦＶＰの成功であります。我

が地区は初年度から「成功」が確信出来る状

況となっております。これは地区内クラブ様

の熱心なお取り組みと、地区ロータリー財団

委員会補助金部門の皆様の、献身的なご努力

の賜物であると、私は感謝致しております。 

 ここでロータリアンの寄付とＤＤＦ： 

District  DesignatedFund（地区財団活動資

金）について私の考えを述べさせて頂きま

す。先ず私たちの年次基金寄付や恒久基金

は、ロータリー財団の組織やプログラムを根

幹から支えているものであります。これまで

にロータリー財団はどんな業績を残して来た

でしょうか？最初の事業は国際親善奨学生の

派遣です。1956年から1966年の間に、 研究グ

ループ交換 、技術研修奨学金、活動補助金

（後のマッチング・グラント）の３つの新し

いプログラムが開始されました。1978年には 

保健、飢餓追放、人間性尊重（３－Ｈ）補助

金プログラム 、1984－85年度には ポリオ・

プラス の設置が発表され、その翌年、 大学

教員のためのロータリー補助金が設けられま

した。1987－88年度には初の平和フォーラム

が開催され、これが後になって財団の 平和お

よび紛争解決研究プログラム の創設を現実の

ものとしました。 例えば３Ｈプログラムは

フィリピンで200万人もの子供たちへのポリ

オ・生ワクチン接種を成功させましたが、こ

れは単なる１例であり、上述した素晴らしい

ロータリー財団の各種プログラムは到底一つ

のクラブだけの寄付金や活動では成し得るも

のではありません。全世界のロータリアンが

寄付金を拠出しているからこそロータリー財

団は活動し続けることが出来るのです。 

 年次基金や恒久基金への寄付金は３年間留

保ののち、私たちのロータリー財団活動の原

資として年次基金の50%、恒久基金利息の50%

をＤＤＦとして利用することが出来ます。そ

して今年度からＤＤＦの最大50%までが、地区

補助金として利用可能となりました。グロー

バル補助金の場合も、これまでのマッチン

グ・グラントと同様にＤＤＦを利用出来るだ

けでは無くて、クラブ拠出金の半分およびＤ

ＤＦと同額のWorld Fund（国際財団活動資

金）をさらに付加してもらえるわけです。だ

から１クラブでは到底取り組むことの出来な

いプロジェクトが実現可能となるわけです。 

 ロータリー財団を理解し、プログラムを実

践するロータリアンを中心に財団への支援は

飛躍的に増えていきました。現在までに、100

万人以上が ポール・ハリス・フェロー とし

て認定されています。ポール・ハリス・フェ

ローとは、年次プログラム基金に1,000ドルを

寄付した個人、またはその名義で寄付が行わ

れた人に与えられる称号です。ロータリー財

団の未来が確かなものとなり、今後も国際理

解と世界平和の実現に必要な活動を続けてい

くことができるのは、こうした力強い支援と

世界中のロータリアンによる積極的な参加の

おかげなのです。 

(ガバナー月信11月号より転載） 

 

コインサービスの報告 
ロータリー財団 

米山奨学会 

  ９/19  残  高  100円 

   10/31  受  入  100円 

          200円 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

かぼちゃのポタージュ 

ビーフストロガノフ、バターライス添え 

アイスクリームと旬のフルーツ盛り合わせ 

コーヒー 

ロータリー財団月間（ガバナーメッセージ） 

国際ロータリー第2660地区 ガバナー 福家 宏 


