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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 ４．みんなのためになるかどうか
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識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2238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
「杉本文楽について」
公益財団法人 小田原文化財団
プロデューサー 足立 寛様
親睦活動委員会

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
1日
3日
6日
10日
15日
23日

徳岡昭七郎
永田 秀次
坂本 一民
衣斐 孝雄
藤井 弁次
谷本 圭二

3日
6日
7日
12日
15日
24日

北村 修久
橋本 守之
成松 正和
中村 修
中野 格
髙井宗一郎
（以上敬称略）

☆＊＊ 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
ゆっくりおすごし戴きたいと思います。ソチオ
リンピックも終了し、日本は金メダル１個、銀メ
ダル４個、銅メダル３個とメダルの数は1998年の
長野大会の10個以来となるメダルの数となりま
した。
年齢的にも15歳のスノーボードハーフパイ
プの平野選手から41歳のスキージャンプの葛西
選手まで若い人から年輩の人まで幅広く各選手
はよく頑張ったと思います。
＜会長報告＞
21日の金曜日、
22日の土曜日には地区大会がご
ざいました。当クラブからもたくさんの方に出
席いただきました。まことにありがとうござい
ました。地区大会における当大阪天満橋ロータ
リークラブの表彰を御報告いたします。

次週（３月１３日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2239回）
日も風も星も
「最近の財政・金融行政」
～近畿財務局の取り組み～
財務省 近畿財務局
総務部長 鞆田 周一様
職業奉仕委員会

RI会長賞 9クラブのうちの一つでございま
す。
100パーセント「財団の友」会員のクラブ （13
クラブ）
「毎年あなたも100ドルを」クラブ （14クラ
ブ）
米山功労クラブ （48クラブ）
米山功労者
12名
ロータリー財団 4名
以上主に2012～2013年度分の表彰でございま
す。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「春のライラ（初級）」開催のご案内を本日お
配りしております。
②3月・4月の卓話予定表を本日お配りしており
ます。
③「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」
を本日お配りしております。なお、ご訂正のな
い場合もOKとご記入のうえ必ずご提出をお願
いいたします。
④地区大会ご参加の方は、当日配布されました
冊子の69頁のメークアップカードを事務局に
ご提出お願いいたします。
⑤本日「大阪天満宮観梅」が開催されます。ご参
加の方はよろしくお願いいたします。
⑥本日例会終了後、3月度定例理事会を3Ｆ「アン

☆☆ 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
２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

66名
43名(59名)
24名
16名

バー」にて開催いたします。関係各位宜しくお
願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

少年少女ニコニコキャンプの依頼に参りまし
た。よろしくお願いいたします。
吹田江坂ＲＣ
西本 健二
本日はお打合せの方、ありがとうございまし
た。
東大阪みどりＲＣ 井上 善博
西本地区青少年活動委員長、井上副委員長よう
こそいらっしゃいました。どうぞごゆっくりお
すごし下さい。
在本 茂
結婚記念日自祝
小澤 満
本日、久し振りの卓話です。よろしく
小寺 一矢
ガバナーの計らいで地区大会で青少年交換帰国
生が体験報告をしました。ご清聴感謝
山本 喬一
本日の観梅会に弊社社員行かせて頂きます。宜
しくお願い申し上げます。
石田 道夫
ホームクラブ欠席のお詫び
西浦 司
ニコニコ集まりが悪く苦慮しています。ご協力
の程お願いします。
井戸 幹雄
地区大会に多数ご出席いただきありがとうござ
いました。
中島 康之
平成26年2月27日

合計金

45,000円

累計金 1,706,270円

☆☆ 先週（２月２７日）の卓話 ☆☆
「弁護士４３年、徒然なるままに」
小寺 一矢会員
当クラブの設立は１９６７年１１月、設立４
６年を迎えています。
チャーターメンバーの弁護士は、元大阪高裁
長官をされた荻野益三郎先生お一人で、複数の
弁護士の入会を許されなかったそうです。大分
経って上原洋允先生がようやく入会を許され、
その後は町さん、私、南川さん、寺内さん、福原
さん、そして中島誠二さんと続いています。
今、福原さんが大阪弁護士会会長をしており
ますが、上原先生と私も会長をやりました。ロー
タリー数ある中で３人も大弁会長を出している
のは珍しいのでは。社会奉仕を体現しているの
では、と思っています。

）内は会員総数を基準とした値

2月27日の出席率
72.88％
４週間前（2月6日）の
メークアップを含む出席率 81.36％
メークアップ実施会員
2名（欠席者13名)
ところが、問題はこの弁護士会という団体が
強制加入団体であるにもかかわらず、時として
おかしげな発信をするのです。在野精神でもっ
て権力に対峙する、これは弁護士の基本姿勢で
すが、それを巧みに利用し、濫用する兆しがない
のか。
先日も、都知事選に前日弁連会長の肩書を公
然と表示して、共産党・社民党が推薦した人物が
出ていましたが、私のここ２０年間は、そうした
潮流との戦いでした。

青年功績賞授与式
3月2日（日）、大阪市立信太山青少年野外活動
センターにて、
27名のボランティアスタッフ卒業
生に対し、本年度3回目の青年功績賞の授与を
行ってきました。少し春の気配が感じられた日
中、卒業式セレモニーと記念パーティーに参加
させて頂きました。ここは（一社）大阪市青少年
活動協会が運営されている施設ですが、その他
にも運営されている2つの施設、伊賀青少年野外
活動センターとびわ湖青少年の家が共に、府市
統合政策のあおりで今月末をもって閉館される
こととなり、野外活動センターとして運営され
るのはここ信太山のみとなることをお聞きし、
さみしい思いをしました。在本会長をはじめ、髙
田副会長、小寺会長エレクト、中島幹事、中島幹
事エレクト、寺杣会員の皆様、ご参加頂き誠に有
難うございました。
新世代奉仕委員長 三谷滋伸

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
オニオンスープ、チーズトースト
豚の生姜焼き、ライス添え
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ コーヒー

