
ました。戦前の台湾の嘉儀農林中学野球部の甲

子園出場にまつわる史実に基づく公正で公平な

台湾制作映画で、当時の日本人、台湾人、高砂人

らとの交流を描いています。台湾で、昨年大ヒッ

トした映画で、日の丸も旭日旗も出てまいりま

す。日本軍人の軍服姿も出てまいります。どこか

のお国と違ってブーイングも起こらなかったそ

うです。来月、陽明ロータリーを訪問しますが、

感動と感謝の念を伝えてまいります。機会があ

ればご鑑賞下さい。東淀ちゃまちのメンバーは、

１０数人で観に行って全員泣いたそうです（松

川雅典ガバナー補佐エレクトから聞きました）。 

そういえば、黄ＲＩ会長は台北ロータリーで

した。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 青少年交換派遣学生 徳岡 虎太郎君から月

例報告が届いておりますのでお配りしていま

す。 

② パスト会長を中心としました「例会場移転委

員会」を3月5日に開催させて頂きます。本日関

係各位にご案内をお配りしておりますので宜

しくお願いいたします。 

③ 「2015-16年度版 ロータリー手帳」の申し込

みは本日が締め切りです。 

④ №4・6・7テーブル情報集会ならびに№2・3テー

ブル情報集会の出欠のご返事を事務局まで願

いたします。 

⑤ 「観梅のご案内」出欠のご返事を事務局まで

お願いいたします。 

 ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

この一週間、天満橋ロータリークラブとして

特段ご報告することもありませんので、２月が

「世界理解月間」ということに因み、「ロータ

リーの友」２月号の掲載記事から思いついたこ

とを話させて頂きます。 

一つは「ＲＩ指定記事」とされている黄ＲＩ会

長のメッセージ「ロータリーについて話そう」と

題するものです。中味は、就任当初から言われて

いる「ロータリーデーを開催して『ロータリーに

輝きを』」と訴えられています。ロータリアンは

長い間、黙々と誰に知られなくとも立派な奉仕

活動をしてきた。しかし、ロータリアンが自分た

ちの活動について語らなければ、人々がその活

動を知ることはない。私たちが行っていること

を人々に知ってもらう時です。そのためにも、皆

さんの地域でロータリーデーを実施して欲しい

と言われています。わが２６６０地区でも、この

意を受けて本年５年５日に中之島公会堂で地域

の方々にも参加して頂ける「ロータリーフェス

ティバル」が開かれます。因みに黄ＲＩ会長は、

上半期、フィリピン、韓国、中国、アメリカ、ト

ルコ、インド、台湾、スリランカ、バングラデシュ

を歴訪されたようです。日本の訪問はないので

しょうか。先日の地区大会でのＲＩ会長代理の

失礼な発言と重なってみえます。 

さて、先週、台湾映画「ＫＡＮＯ」を観て参り

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2282回） 

２）ソング  早春賦 

３）卓 話  ｢好きだモノ―メガネ」 

         谷本 圭二 会員 

４）3月度定例理事会 

   次週（３月５日）のお知らせ 
１）例 会 （2283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  ｢古代の豪族をめぐって」 

        ―その活動と交わり― 

          藤井 弁次会員 

ＦＥＢＲＵＡＲＹ ２６ ２０１５ ＮＯ．２２８２ 
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⑥ 下半期の会費のご請求をさせていただいてお

りますのでよろしくお願いいたします。 

⑦ 本日17：30から№1.5テーブル情報集会がリー

ガロイヤルホテル「サファイアの間」にて開催

されます。関係各位は宜しくお願いいたしま

す。 

⑧ 本日例会終了後 第3回被選理事会を3Ｆ「アン

バー」にて開催致します。関係各位宜しくお願

いいたします。 

⑨ 次週例会終了後「2月度定例理事会」を開催い

たします。本日ご案内させて頂いております

ので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 

結婚記念日自祝 藤井 弁次 

きれいなお花をありがとうございました。

 岸本 良一 

結婚記念日自祝 重里 國麿 

結婚記念日自祝 小澤 満 

誕生日自祝 郡 悦清 

一昨日、母が満100歳の誕生日を元気でむかえら

れたのを自祝して 髙松 貞彦 

川本先輩、中川さん、南川さん、お世話になり

ました。 小寺 一矢 

川本先輩、中川会員に先日はご配慮いただき誠

に有難うございました。 坂本 一民 

連続欠席のお詫び 永田 秀次 

本日の卓話よろしくお願い致します。 

              職業奉仕委員会             

平成27年2月19日  合計金   50,000円 

          累計金 1,411,340円 

☆☆ 先週（2月 19 日）の卓話 ☆☆ 

「職業倫理こそロータリー精神の芯」 

職業奉仕委員会 

「ロータリー」は、職業人の最も優れた倫理運

動です。ただの倫理運動ではなく、「職業人の経

営哲学・経営の帝王学」や「お金の儲け方を教え

てくれる職業倫理運動」でもあります。この中心

思想が 「The Ideal of Service」（奉仕の理想）

という考え方です。 

RI2680地区の深川純一パストガバナーは、「職

業奉仕とは、愛情の世界の考え方をもって、打算

の世界をコントロールしていこうという考え方

である。これが職業奉仕の根本原理である。」と

説いておられます。ロータリーでは、愛情の世界

に生きる心、すなわち世のため人のための心を

もって職業を営んでいると、結果として、「信用」

という保護膜に包まれ、長期的に安定した利潤

を着々と獲得することができる強靱な体質の企

業を作り上げることになる。この原理の総体を

ロータリーの職業奉仕と呼ぶのだということで

す。 

「He profits most Who serves best」 

利己と利他の調和の原則、すなわち奉仕の理

想の哲学を自己の職業に適用し、他人のために

倫理に適った職業を営むことが、自らの信用を

高め、結果的に、自己の企業の安定的且つ永続的

な利潤を確保していくことにつながるのです。 

☆☆ NO １．５テーブル情報集会☆☆ 

小寺会長年度残すところ４ヶ月！２月１９日

（木）NO１．５テーブルによる情報集会が中之島

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ｢ｻﾌｧｲｱの間｣にて開催されました。 

中川ＰＰの種々のお計らいのお蔭で、２８階

の贅沢な眺望の中での素晴らしいフランス料理

の一品一品を頂きました。奇しくも当日は金田

先生の金婚式！皆さんで盛大にお祝いをさせて

頂く事ができました。 

各位より楽しいコメントを頂戴・・・健康談義

はさておき、葬儀委員長は？弔辞は？受付は？

（笑）あっという間にお開きの楽しい集会とな

りました。あらためて日々の健康とロータリー

の輪の大切さを感じた一夜でした。 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 62名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 41名(54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 13名 

2月19日の出席率 75.93％ 

４週間前（1月29日）の 

メークアップを含む出席率 79.25％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者13名) 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

オニオンスープ、チーズトースト 
グリルチキン、照り焼きソース（ディアブ
ル） 
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 


