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2014-2015年度RIテーマ

＜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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職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

ＮＯ．２２６４
米 山 月 間
次週（１０月９日）のお知らせ

１）例 会 （2264回）
１）例 会 （2265回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
２）ソング
それでこそロータリー
３）ソング
君が代・奉仕の理想
３）職 業 奉 仕 賞 授 与 式
４）卓 話 米山月間記念卓話
「米山月間に因んで」
職業奉仕委員会
地区米山奨学委員長 近藤菜穂子様
地区米山奨学委員
吉馴 茂子様
米山奨学委員会

☆☆ １０月度のお誕生日 ☆☆
2日 井戸 幹雄
13日 梅本 知秀
29日 福原 哲晃

8日 山田 雅則
19日 荒木 幾夫
30日 山本 喬一
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

今週も特別ご報告することもありませんの
で、青少年月間に因んで、日本の青年が長年にわ
たって海外での戦没者の方々の遺骨を収集帰還
させるボランティア活動についてご紹介させて
頂きます。
海外戦没者約240万人のうち約127万人の遺骨
は収容されてきましたが、戦後69年経つのに約
113万人の方々の遺骨は未帰還になっています。
全国の有志大学生を中心に毎年、シベリア、硫黄
島、ニューギニア、フィリピン、沖縄、かつて戦
場だった所に出かけ、現地滞在中、時間の許す限
り、汗みどろになり乍ら、例え数体のご遺骨の断
片でも祖国に帰らせてあげたいという純粋な心
情で、作業に取り組んでいるそうです。
9月19日には、激戦地ガダルカナルで、昨年夏
以降に収容された137人分のご遺骨が、戦後初め
て寄港した海上自衛隊練習艦隊の旗艦に「海自
儀仗隊」に栄誉礼で迎えられたとの報道があり
ました。このような青年が、まだ日本にはいるこ

とを誇りに思い、報告させて頂きました。練習艦
隊は10月24日東京・晴海埠頭に到着予定。
もう一つ、英国・スコットランドの独立賛成・
反対の投票。幸いにして混乱は防げましたが、
「住民投票」という直接民主制の恐怖をまざま
ざと感じた一週間でした。わが国にとっても他
山の石、「ふわっとした民意」で国家の根幹をゆ
すぶられる危険。｢沖縄独立｣「大阪独立」という
「ふわっとした民意」には注意していかなけれ
ばならないと思いますが、皆様いかがお考えで
しょうか。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①ロータリー米山記念奨学会より「2014-15年度
ロータリー米山記念事業 豆辞典」が届いてお
りますので本日お配りしております。
②2013年手続き要覧に訂正箇所がございます。
詳
細につきましては掲示板をご覧ください。
③「2014-15年度 地区大会」の出欠表を本日お
配りしております。多数の会員ならびにご家
族の参加をお願いいたします。なお、
「2014-15
年度地区大会リーフレット送付の件」に記載
されております様にコンサートにつきまして
のブログ・ライン・ツィッター等への書き込み
をお控え頂きます様お願いいたします。
④新年初例会前の天満宮でのご祈祷につきまし
ての出欠のご返事を事務局までお願いいたし
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

１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

62名
45名(58名)
24名
13名

⑤9月27日（土）「秋の家族会」が開催されます。
ご参加頂きます方は12：00に大阪マリオット
都ホテル20F 宴会場「茜」にご集合ください。
⑥本日例会終了後、10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。
⑦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

本日の卓話、宜しくお願い致します 西井幾夫
結婚記念日自祝
中野 格
結婚記念日に綺麗なお花をありがとうございま
す。女房が大変喜んでいました。会長の心遣い
に感謝！！
中村 修
結婚記念日自祝
仲西 良浩
結婚記念日自祝
髙井 宗一郎
16ヶ年在籍自祝
川原 和彦
アヌックCHAN気～つけてな～
徳岡 昭七郎
９月１１日情報集会より
No.2・5テーブル
欠席のお詫びとゴルフコンペお疲れ様でした。
箕村 保
平成26年9月25日
合計金
49,340円
累計金
592,340円

☆☆ 先週（9 月 25 日）の卓話 ☆☆
「 我 が 師 」
西井 幾雄 会員
藤田 敏治先生
大正２年生まれ 昭和59年7月19日 72歳で
亡くなりました。
松山中学 京都大学工学部卒 同志社大
学神学部専門課程卒 東雲学園 同志社香
里高校に数学教師 めぐみ幼稚園を創立。
私の高校時代から亡くなる教会に通ってい
ました。今も続けています。
藤田先生がクリスチャンになった要因
１）兄のタンスから聖書が出てきた
２）クリスチャンの先生に可愛がられる
３）ビルマ戦争時代。日本軍は敵をつか
まえると。防空壕に掘り込んで、上から藁
をうんと被せてガソリンをかけて焼いてし
まう。しかし米国軍は十字架を掲げ葬って
いる。
４）戦争中に席を譲った将校が無くな
り、自分は助かる
５）兄貴の感化
藤田先生が常に述べられたこと。

）内は会員総数を基準とした値

9月25日の出席率
77.59％
４週間前（9月4日）の
メークアップを含む出席率 91.53％
メークアップ実施会員
4名（欠席者9名)
人間一人一人は皆大切なのです。身体に
は手、足、目、耳、口、鼻といろいろな枝
があります。人は人で、人には上下はあり
ません。皆さん学校の成績がよければ立派
な子。悪ければあかん子とおもわれていま
せんか。では人類社会はあかん人でいっぱ
いなのです。社会はよくできる人のための
ものですか？断じてそうではありません。
人間一人の生命は全世界と比べてもっと大
切です。これが解ると「愛の心」が当然わ
いてくるのです、愛の心をもった人からは
当然、知恵が出来て来ます。
岡 仁詩教授
昭和4年生まれ 平成19年5月11日 77歳で
亡くなる
天王寺中学から同志社大学文学部卒業
1959年同志社大学ラグビー部監督、64年第1
回日本選手権優勝、大学選手権は82年-84年
３連覇。日本代表監督も２度歴任。グビー
部に入った時から、亡くなるまで師事。
1945年神国は敗れた。その時に「この世
に絶対というものはない、国も滅びる時が
ある、価値観は有為転変（ういてんぺん）
する、人間もまた変わる。ならば、絶対に
強いることも、強しられることもすまい、
大事なことは自分自身の考え、選ぶことで
ある。
その根底は、大阪で過ごした１０代の時、
戦争に負け。絶対と信じていた、日本国が
崩壊したことにある。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
10月第2例会のお知らせ
日 時：10月15日（水）19:30～20:50
内 容：「大阪のここがええんや」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料：3,000円
登録先：幹事 小城 ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：10月10日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
グリンピースのポタージュ(サンジェルマン)
チキンカチャトラ
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

『ロータリーの友』2012年1月号より

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

