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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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2289回）
２）ソング
友と呼べるのは
３）卓 話
「片腕のＶサイン 挑戦こそわが人生」
プロゴルファー 山手 勝 様
山田 雅則会員紹介

☆☆

４月度の結婚記念日

大矢 平治
寺井 種伯
末澤 正大

＊＊

中島 清治
勝見 茂
寺内 清視

☆☆

中村 健輔
井戸 幹雄
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週に続き今週に入っても、寒の戻り。一旦し
まったコートを又、引っ張り出しました。満開の
桜花が寒い雨風に散りゆく様は奇妙なものがあ
ります。
桜花散りゆく候に、昨日、天皇・皇后両陛下は
パラオに向かわれました。本日（４月９日）両陛
下はペリリュー島の「西太平洋戦没者の碑」に参
られ、一万人の日本兵戦死者を慰霊され１７０
０名の米軍戦死者の碑に参拝されます。天皇・皇
后両陛下は平成６年２月に硫黄島に、平成１７
年６月にはサイパン島に行幸されて玉砕した英
霊を慰霊されてこられました。その間、沖縄には
何度も行幸されています。昭和天皇は、戦後数年
かけて全国の被災地を隈なく行幸されました。
今回のパラオ行幸も天皇陛下が以前より強く望
まれていたものとお聞きしています。通常なら
ご高齢でもあり、風邪気味のご体調で休養なさ
れなければならないと拝察しますが、押して慰
霊の旅に立たれました。この時刻、両陛下が慰霊

月
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間
次週（４月２３日）のお知らせ

１）例 会 （2290回）
２）ソング
背くらべ
３）卓 話
「シンガーソングライターの夢」
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 吉川 MANA 様
山村 朋史会員紹介
４）5月度定例理事会
の誠を捧げられる時、私達も残された国民のつ
とめとして、せめて黙祷を捧げたいと思います。
私事ですが、私の父は昭和１７年９月に軍医
予備員として召集され、１８年１月から南方方
面で傷病兵の輸送任務についていました。１８
年１１月２６日、乗り組んでいた陸軍輸送船神
威丸が米潜水艦の魚雷攻撃を受け沈没、重傷を
負いましたが、部下の衛生兵に救助され、収容さ
れたのが「パラオ」第１２３兵站病院でした。父
は１８年１月から沈没まで、広島の宇品を出て、
高雄、マニラ、ラバウル、パラオ、ニューギニア
間の「南方々面局地患者輸送業務」についていま
した。この間、パラオには１ヶ月間位上陸してい
たようで、生前に私の家族でサイパンに行く時、
パラオまで行こうと思い、父を誘いましたが、何
度も黙して語りませんでした。ただ一言よく
言った言葉は「俺は一度は太平洋で死んだ男だ」
傷病兵の輸送船の雇われ軍医として、多くの兵
士とその死の極限を見た男の痛恨の叫びとして
耳に残っています。ペリリュー島で玉砕した部
隊の人々とパラオで会っていたかもしれませ
ん。今年８月、パラオ・ペリリュー慰霊団に参加
しようと思っています。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①新入会員歓迎会のご案内を本日お配りしてお
ります。

☆☆ 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

62名
43名(54名)
25名
11名

②№1・2テーブル情報集会・№4・5・6・7テーブ
ル情報集会のご案内を本日お配りしておりま
す。
③春の家族会 出欠のご返事を本日中に事務局
までお願いいたします。なお、ご出席のご返事
を頂いております方々のポストに集合場所地
図をお配りしております。
④4月11日（土）13：00から「2015-16年度のため
の地区研修・協議会」が大阪国際会議場・メイ
ンホールにて開催されます。関係各位宜しく
お願いいたします。
⑤本日例会終了後 第5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

卓話をさせて頂きお礼申し上げます 近藤 眞道
近藤さん、お話楽しみにしています。
徳岡 昭七郎
誕生日自祝します。
西井 幾夫
本日誕生日です。自祝
箕村 保
在籍２３ヶ年を自祝して
谷本 圭二
２１ヶ年在籍自祝
中川 政照
２１ヶ年在籍表彰自祝
在本 茂
在籍２１年自祝 ４月からベトナムからの留学
生ファン･ティ･タム･ガさんを米山奨学生として
お世話することになりました。どうぞよろしく
お願いいたします。
福原 哲晃
２０ヵ年在籍表彰自祝
大矢 平治
米山奨学生ファン･ティ･タム･ガさんようこそ
山本 喬一
ＲＡＣ３５周年記念式典４月２６日(日)です。
たくさんの方の登録お願いします 勝見 茂
ゴルフ同好会･第３回小寺杯優勝自祝。たくさ
んのハンディ貰っての優勝恥かしい限りです。
中村 健輔
ゴルフ同好会Ｂ･Ｂ賞ＧＥＴ先輩失礼致しまし
た。
寺杣 晃一
平成27年4月9日
合計金
78,000円
累計金 1,821,340円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ブロッコリーのポタージュ
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

）内は会員総数を基準とした値

4月9日の出席率
79.63％
4週間前（3月19日）の
メークアップを含む出席率 83.64％
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)

☆☆ 先週（4 月 9 日）の卓話 ☆☆
「ロータリーで出会った素敵な人々」
国際ロータリー日本青少年交換委員会
執行顧問 近藤 眞道 様
徳岡昭七郎会員紹介
ロータリーの多くの委員会の中で、唯一つ本
部内に設立されているのは、青少年活動の委員
会です。他は、全て財団の管轄です。それほど青
少年活動は大切とされています。私はその委員
会の対日Executive Adviserとして日本全体の青
少年活動を観ています。
ロータリー本部の決定で、日本にもNPO法人の
青少年交換委員会が平成19年に設立されました。
私もEXガバナー3人と設立にも関与して理事を務
めています。今後共多発するセクハラ訴訟対策
が主です。された子供が洩らすだけで、した本人
の抗弁不能が実情での保険対策でもあります。
子供は必ずしも一年間無事に預かれる訳ではあ
りません。とは云えこのプログラムには、人生の
素晴らしさがいっぱいです。
私が25年もサービス
しているのもその為です。
高槻西からカナダに派遣したY君、数か月過ぎ
ただけで帰国させるとの先方RCよりの連絡が入
りました。決定事項なので即対応せよとのこと。
英語も学習進歩なく、部屋にこもりがちの問題
児が、先日3Fの風呂の給湯を放置して、2F, 1F
まで水浸しの事件が決めてでした。謝りと弁償
申し入れかたがた、ホストファミリーに電話を
入れると“私のところが預かった以上この子
は、うちの子です。弁償もうちの問題です。帰ら
せませんよ。”の返答に声がつまり、感激が今で
もやみません。立派に育ててくれて一年留学し
て帰国しました。台湾からの女の子Rちゃんも日
本に来て以来の問題児で帰国させるの大論争で
したが、私共が預かり、愛情を込めての残り数か
月で立派に立ち直らせ、笑顔で帰国し、今でも交
流が続いています。これが本プログラムの素晴
らしさです。
ロータリーのルールやサービスを形だけで
行っても意義はありません。子供たちに本当の
愛情と信念を持って、これからもずっと観てや
りたいものです。
以 上

