
投票しようとしているのか。ある種の熱病みたい

なものではないのか。「都構想」とはいっていま

すが、もし賛成多数となっても「大阪都」にはな

りません。大阪市が消滅して、大阪府と５つの特

別区ができるだけ、他の衛星都市、堺、豊中、吹

田、東大阪等々はその侭。中核の大阪市だけが、

すぽっと消えてなくなってしまうのです。府下の

政令指定都市は、大阪市と堺市の２つあります

が、大阪市は消えて堺市はその侭残ります。そも

そも「大阪都構想」なるものは、大阪に活力を取

り戻すため、府下市町村を含めての構想ではな

かったのか。堺市が抜けた段階で、謙虚に見直す

べきだったのではと思います。１７日は、帰趨は

決まってしまいます。大阪の未来がこのような形

で決まっていくことに虚しさを覚えています。皆

様はどのようにお考えでしょうか。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 理事・役員・委員長に「2014～2015年度 活動報

告書提出のお願い」を配布させていただいて

おります。活動報告書をご提出いただけます

委員会から随時ご提出をお願いいたします。 

② 児童院訪問出欠のご返事を事務局までお願い

いたします。 

③ 本日№4.5.6.7テーブル情報集会が開催されま

す。ご参加の方は17:45に八軒屋浜港（キャッス

ルホテル前）に集合ください。 

④ 次週例会終了後「第6回被選理事会」を開催致

します。関係各位宜しくお願いいたします。 

☆☆ ５月度の結婚記念日 ☆☆ 

 三谷 滋伸  山本 喬一  寺杣 晃一 

 田邉 三郎  坂本 一民  衣斐 孝雄 

               （以上敬称略） 

 ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

 先週５月７日夜、本年度に入会されました髙橋 

俊起会員と森本成俊会員の新入会員歓迎会が、中

央電気倶楽部特別食堂で行われました。多くの会

員が歓迎の宴にご参加頂き、ありがとうございま

した。交々ロータリーアンとは、ロータリークラ

ブとは、と思いのこもった歓迎と励ましの言葉を

かけて頂き、これからの末長い友情のスタートを

確かめ合いました。お二方には、これからの天満

橋ロータリークラブをよろしくお願い致します。

それにしても６時開始、８時終了。分秒狂わぬ名

進行、仲西良浩会員、お世話ありがとうございま

した。 

 さて、今週日曜日（１７日）大阪の未来の行く

末を決める「住民投票」が実施されます。大阪市

を廃止して５つの「特別区」に分割する「大阪都

構想」の賛否が、大阪市民だけの投票で決せられ

るそうです。私のように大阪市で生まれ、大阪市

で育ち、先祖からの土地を大阪市内に所有して、

長い間固定資産税を納めてきていても投票はで

きません。大阪市民約２１０万人のうち何人の人

が「大阪都構想」なるものの功罪・得失を判って

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2293回） 

２）ソング  ロータリー讃歌 

３）卓 話 「紙を使わないのが、エコ？」 

            勝見 茂 会員 

４）第6回被選理事会 

５）ロータリー財団100万ドルミール実施 

   次週（５月２８日）のお知らせ 

１）例 会 （2294回） 

２）ソング  茶摘み 

３）卓 話 「古き北新地を語る」 

 日本舞踊西川流師範 西川 梅十三 様 

           石田 道夫 会員紹介 

４）6月度定例理事会（新旧合同） 
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☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日は、日本の少林寺拳法のトップにおられる

山﨑博通さんに卓話をお願いします。ご清聴お

願いします。 福原 哲晃 

アヌークさんのご両親チャバスご夫妻、ようこ

そお越し下さいました。 山本 喬一 

アヌックのPAPA, MAMA！MOST WELCOME！ 

                 徳岡 昭七郎 

宇野稔様の訃報に接し、入会当初お世話になり

ました。合掌。 小寺 一矢 

宇野稔先輩のごめい福を祈ります。 橋本 守之 

髙橋会員、森本会員の入会歓迎会のご参加あり

がとうございました。      親睦活動委員会 

結婚記念日、素敵なお花有難うございました。

 寺杣 晃一 

6ヶ年在籍表彰自祝 中野 格 

５ヶ年在籍自祝。ようやく５年です。後、１０

年ガンバリます。 中村 修 

５ヶ年在籍表彰及び６ヶ月ホームクラブ皆出席

自祝 中島 清治 

在籍３ヶ年自祝 仲西 良浩 

在籍表彰自祝 箕村 保 

在籍２ヶ年自祝 阪本 宗久 

６ヶ月皆出席自祝 木村 忠夫 

平成27年5月14日  合計金   72,492円 

          累計金 2,022,832円 

☆☆ 先週（5月 14 日）の卓話 ☆☆ 

「今日も元気で、楽しい職場」 

    一般社団法人「SHORINJI・KENPO・UNITY」 

         顧問 山﨑 博通 様 

            福原 哲晃会員紹介 

 ようやく40に手が届こうという頃、どうも元気

が出ない。職場に出るのも億劫です。 

 その頃手にした、四条畷出身の安岡正篤師の著

作に、「人間学の根本は『元気』。そこから『胆

識』、『見識』が生まれる」、とありました。こ

れだ、と思い10冊余り読み漁りました。しかし、

その元気の出し方ということについては、どこに

も触れられていませんでした。 

 殆ど同時期に手にした中村天風師の著作には

それが出てきました。毎朝、鏡の自分に、「俺は

元気だ」と呼びかける、潜在意識の自己暗示誘導

法ですが、これも長続きしません。 

 こんな折、少林寺拳法仲間で、田舎の工業高校

出身のＩ氏に会いました。彼は工場勤務の要員と

しての採用でしたが、やがてその会社が一部上場

企業に成長した頃には抜擢人事で、総務部長に転

じたのでした。一時期、十二指腸潰瘍で入院もし

たという彼に聞いてみました。「元気の無いと

き？ あるよ。そんな時は、寝るね。起きたら元

気になっているもの」。 一番説得力がありまし

た。 

 人間生きている限り元気なんだ。そのことに気

づいてからは、二度と悩まなくなりました。 

＊ＮＯ．４・５・６・７テーブル情報集会＊ 

１４日八軒家船着場から屋形船に乗り込み情

報集会を開催。宇野元会員（パスト会長）の訃報

が届き、当日は御通夜の為、中島幹事・中野幹事

エレクト・大保事務局員の３人が其方に駆け付

け１６名の参加となりましたが、昼からの雨も

上がり、澄切った夜空の下で小寺会長の挨拶、橋

本副会長の乾杯でスタート。 

今回は趣向を前代未聞の屋形船でのカラオケ

大会！ 

各人が其々の持ち歌？を披露、皆々さんが個

性を出した選局にて大いに盛り上がり、折角の

船での景観もほとんど見ずじまいでした。食事

は寄せ鍋でしたが仲西Ｔ・Ｍがお寿司から漬物、

ワイン等まで準備して頂き御腹も一杯、面白さ

も一杯にてアッという間に２時間のクルーズを

終え、各人帰路につきました？設営から食事等

の段取りまで一手にして頂きました仲西Ｔ・Ｍ

本当に有り難う御座いました。 

 ☆☆ 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  ５名 会員出席 43名(55名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 25名 

外国ゲスト  ２名 会員欠席 12名 

5月14日の出席率 78.18％ 

５週間前（4月16日）の 

メークアップを含む出席率 85.71％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者11名) 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

ビーフカレー 
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 


