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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2274回）

ＮＯ．２２７４

次回（１月８日）のお知らせ
１）例

会

（2275回）

２）ソング

喜びも悲しみも幾歳月

２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓

｢企業財務の一考察｣

３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）卓

｢会長新年挨拶｣

話

阪本

宗久会員

４）1月度定例理事会

５）新年初例会前

☆☆ １２月度の結婚記念日 ☆☆
山田 雅浩

谷本 圭二

南川 和茂
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

話

＊＊

☆☆

１２月に入り、先週木曜日クリスマス家族会が
開かれました。
岸本親睦活動委員長、
委員の皆様、
ご奉仕ありがとうございました。
当日登場したエレキテル連合の「ダメよー、ダ
メダメ」は、誰方が化けていたのか。田辺三郎会
員と御木威会員のお二人でした。サンタクロース
は、誰方でしたっけ？新入会員の登龍門、大いに
楽しませて頂きました。
元宝塚ジェンヌ４名の“ジュネス”によるミニ
ライブも、耳に親しんだ宝塚歌劇の主題歌を美し
いハーモニーで聞かせて頂きました。ジュネスの
皆様は、宝塚文化創造館（音楽学校旧校舎）での
「ノスタルジックコンサート」にレギュラー出演
されておられますので、又機会があれば訪問した
いものです。
司会も、木村会員のお嬢さんの杉浦エレナさん
と仲西会員にして頂きました。
会員の手作りによるクリスマス家族会、ご参加
頂いた会員・家族の皆様に厚く御礼申し上げま
す。もう少し家族が参加し易いように、次年度か
らは何とか土曜日開催ができないか、山本会長エ
レクトご検討よろしくお願いします。

大阪天満宮でのご祈祷

さて、５，６日は、地区大会が開かれました。
生憎私は５日の朝、緊張がほぐれた為か筋肉痛を
発症し、歩行困難となり大会は欠席しました。当
日、ＲＩ会長代理の歓迎晩餐会で、韓国の会長代
理なる人物が日韓の歴史問題で女性大統領と同
じようなスピーチを４０分やったそうです。出席
していた他クラブの方々が、一瞬、小寺が出席し
ていないかと心配されたそうです。国際ロータ
リーの会長代理を名乗る資格無し、というのが翌
日会った友人達の一致した意見でした。
「友と呼べるのは」の合唱、素晴らしいの一言
でした。老いも若きも一緒になってフェスティバ
ルホールの３階席迄届く歌声でした。元宝塚の真
琴愛さん、愛奈まゆきさんのリードも心地よかっ
たです。
懸案の会場問題につきまして結論をご報告申
し上げます。
石田委員長のもとで鋭意検討してまいりまし
た。来年7月2日よりヒルトンホテルに戻ります。
大方のご了承をお願いいたします。
尚、先週（１２月４日）の例会において、中島
幹事より、次々年度会長候補者として石田道夫会
員の選任の承認を頂きたい旨の提案がされ、全員
一致で承認頂きましたが、本日、改めまして、前
回予告どおり、年次総会の続会を開かせて頂き、
石田道夫会員を次々年度会長候補者として、正式
にご承認頂きたくお諮りさせて頂きます。

☆☆ 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
４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

幹 事 報 告

64名
46名(58名)
25名
12名

☆☆

①青少年交換派遣学生の徳岡 虎太郎君から報
告書が届いておりますのでお配りしていま
す。
②創立47周年記念写真撮影にご参加頂きました
会員各位に写真をお配りしております。
③児童院の子供たちからの可愛いお礼状を掲示
板に掲示しております。
④大阪鶴見ＲＣから創立30周年記念誌が届きま
したので事務局で保管しております。
⑤大阪府赤十字血液センターから「平成25年度
年報」が届きましたので事務局で保管してお
ります。
⑥地区大会にご参加の方はメークアップカード
を事務局へご提出頂きます様お願いいたしま
す。
⑦1月8日(木)「新年度初例会」前に大阪天満宮に
てご祈祷をして頂きます。参加のご返事を頂
いております会員各位におかれましては10：
15にご集合お願い致します。昇殿は10：45から
になっております。
⑧次々週12月25日（木）は定款により休会にさせ
て頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂き
ます。事務局の年末年始休暇は12月27日～1月4
日です。
⑨次週例会終了後「1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。
⑩本日例会終了後 第1回被選理事会を3F「アン
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

平成26年12月11日

合計金

95,000円

累計金 1,012,340円

☆☆ 先週（12 月 11 日）の卓話 ☆☆
「受け継がれた平和への想い」
フィズミュージック㈱
山村 源浩様
シンガーソングライター 山口 采希様
田邉 三郎会員紹介
誇り高き祖先の歩みを音楽で伝えていく。そん
な想いで活動しております。
祖父の影響で覚えた戦時歌謡曲もレパート
リーに入れながら、神社や講演会でも歌わせてい
ただいております。
私が学校で習ったのは、戦争中や戦争前のこの
国はとっても悪い国だったということを教えら
れましたが、実はそうではない、という事を音楽

喜びも悲しみも幾歳月

木下忠司

トウモロコシのポタージュ
ポークのチリ煮込み、豆類が入ったバターラ
イス
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

47回目の結婚記念日を2人無事迎えられたことを
自祝して。きれいなお花をお届け下さりありが
とうございました。
谷本 圭二
41回目の結婚記念日自祝 会長から愛らしいお花
をお贈りいただき有難うございました。本日、
米山奨学生OBのファーティ君が美しいお嫁さん
を連れて出席しますので、旧交をあたためて下
さい。
福原 哲晃
小寺会長、きれいなお花ありがとうございまし
た。
箕村 保
在籍33年を自祝して
藤井 弁次
6ヵ月ホームクラブ皆出席を自祝して 坂本 一民
ホームクラブ6ヶ月皆出席自祝
橋本 守之
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
大矢 平治
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
山本 喬一
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
山田 雅浩
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
中野 格

作詞・作曲

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

12月11日の出席率
79.31％
４週間前（11月20日）の
メークアップを含む出席率 87.93％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)

一、俺らの岬の 灯台守は
妻と二人で 沖ゆく船の
無事を祈って 灯をかざす
灯をかざす
二、冬が来たぞと 海鳥啼けば
北は雪国 吹雪の夜の
沖に霧笛が 呼びかける
呼びかける
三、はなれ小島に 南の風が
吹けば春くる 花の香便り
遠いふるさと 思い出す
思い出す
四、星を数えて 波の音きいて
共にすごした 幾歳月の
喜び悲しみ 目に浮かぶ
目に浮かぶ

クリスマス家族会、地区大会と皆様のご奉仕に
感謝します
小寺 一矢
喜寿の誕生日自祝
髙松 貞彦
誕生日自祝
中川 政照
誕生日自祝！ 年金受給可能となりました。
石田 道夫
誕生日自祝 14ヶ年在籍
西浦 司
誕生日自祝
御木 威

）内は会員総数を基準とした値

を通して伝えていこうと思ってます。
まず最初に、戦争中、多くの皆さんが口ずさん
で勇気付けられた戦時歌謡曲を歌わせて頂きま
す。この曲は、日ごろ無口な祖父に聞いてもらっ
たところ、笑顔で一緒に歌ってくれたのが嬉しく
てLIVEでも歌うようになりました。
聞いてください。
1. 愛国行進曲
2. 月月火水木金金
次に、教育勅語をテーマに、子供さんたちにも
わかりやすく作った歌を歌わせて頂きます。
教育勅語をはじめて知った時、間違いなく私た
ち日本人の心の軸だと思いました。お父さんお母
さん大事にしよう、困った人がいれば助け合お
う。一見当たり前のことだけど、今の私たちに出
来ていないこと。そういう事がぎっしりと詰まっ
ています。
学校では教えてくれなかった事なので、少しで
もわかりやすく多くの皆さんに知っていただけ
ると嬉しく思っています。
3. 大切な宝物
次に、五箇条のご誓文と明治天皇の御製をテー
マにした歌を歌わせて頂きます。
昔の日本は悪いことばかりしたようなことを
教えられてきましたが、明治天皇が国民の幸せや
世界平和を求めておられて詠まれた御製、そして

☆☆児童からのメッセージ☆☆
１０月２５日（土）にＲＡＣと共に明治小学校分
校の児童心理養育施設児童院を訪問し、マンガ本の
寄贈、クッキー配布及びバーベキュー会開催を行い
ましたが、その際の参加児童からメッセージを頂き
ました。

五箇条のご誓文に書かれていること、それはいろ
んな意見が飛び交う現代の社会に改めて必要だ
と感じています。
ずっとずっと引き継がれてきた平和への想い、
それをしっかりと次の世代へつなげて行けるよ
うに。そんな想いで歌わせて頂きます。
4. 五つ星きらめく～平和の約束～
最後に、北朝鮮拉致被害者の全員救出を願って
作った歌を歌わせて頂きます。
本日は12月11日ですが、昨日の12月10日から16
日まで、拉致問題啓発週間となっています。何の
罪も無い方々が拉致され、今もこの国に戻ってく
ることが出来ていません。拉致問題は多くの難し
い問題を抱えていると思いますが、単純に、拉致
された方々が一刻も早く家族の温もりに包まれ
ることを私たちが願う事が大事だと思います。
私たちの声が増えていけば行くほど拉致問題
の解決につながると思います。そのような願いを
込めて歌わせて頂きます。
5. 空と海のむこう

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１月第１例会のお知らせ (新年初例会)
日 時：1月14日（水）19：30開会
内 容：「会員の新年の抱負」
場所：錦城閣 登録料：8000円

