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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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新世代のための月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2260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 「ガバナー所感」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 泉 博朗 様
５）ガバナー公式訪問懇談会

☆☆ 泉

次週（９月１１日）のお知らせ
１）例 会 （2261回）
２）ソング
我等の生業
３）卓 話 新世代のための月間記念卓話
「自然と子どもたちから学んだこと」
「子どもと自然とわたし」
一般財団法人 大阪市青少年活動協会
ボランティアスタッフ
宮谷 祐史 様
ボランティアスタッフ
玉城 瑠美 様
青少年奉仕委員会

博朗 ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
ガバナー公式訪問を迎えて

国際ロータリー第2660地区
いずみ ひろあき

泉 博朗 ガバナー
プロフィール
【生年月日】 1948 年6月17日
【職業分類】 医療情報システム
【ロータリー歴】
1990年 大阪住吉RC入会
2005～ 2007 年度 地区青少年活動委員長
2008～ 2009 年度 大阪住吉RC会長
2010～ 2011 年度 IM第8組ガバナー補佐
【そ の 他】
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
ポール・ハリス・ソサエティー
メジャードナー
米山功労者（マルチプル）

会長 小寺 一矢
泉 博明ガバナー、本日はようこそご訪問頂き
ました。大阪天満橋ロータリークラブ一同より歓
迎申し上げます。
先日、戸田和孝ガバナー補佐ご来訪の際には、
当クラブの現状及び年次計画について、ご報告申
し上げるとともに、クラブ協議会に出席して頂
き、貴重なご指導・ご助言を頂きました。
本日は、泉ガバナーより、今年度ＲＩのテーマ
“ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ”泉ガバナー
の地区方針“ひとりひとりの輝きであなたの地
域を輝かそう－ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＯＳＡＫＡ”
の方向性のご教示、ご指導頂ければ幸甚です。
本年度、当クラブのテーマは、上記方針をうけ
て「一人一人が輝こう」としております。泉ガバ
ナーは「楽しい、待ち遠しい、わくわくする、ロー
タリー」といわれています。
泉ガバナーは大阪帝塚山ＲＣに所属されてい
ますが、
３年前に大阪住吉ＲＣ、
大阪住之江ＲＣ、
大阪阿倍野ＲＣの三クラブ合併で誕生したクラ
ブとお聞きしています。会員間の友情と信頼の醸
成には、大変なご苦労があったと拝察します。

☆☆ 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

２名
１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(57名)
24名
12名

わがクラブも会員62名、創立47年を迎えます。
泉ガバナーには、当クラブの運営につきまし
て、忌憚のないご助言、ご指導をお願い申しあげ
ますと共に、ご多忙な中の本日のご来訪に対し厚
く御礼申しあげます。
泉ガバナーのご健祥と、益々のご活躍をお祈り
申しあげます。

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

８月２３日、本年度の青少年交換学生として、
フランスからアヌーク・チャパスさんが関空に
到着しました。８月２５日には、当クラブから派
遣する徳岡会員のお孫さん、徳岡虎太郎君がフ
ランスへ向けて出発しました。
二人の若者がそれぞれ育った家族から離れ、
一年間異郷で生活するというのは、人生の得難
い経験として期待にどれだけ胸ふくらませてい
ることでしょうか。そこは、それまだ若い少年少
女です。淋しく不安になることもあるでしょう。
送り出した当クラブとしても、一年間、虎太郎
君の動静を注視し支え続けていかねばなりませ
ん。大矢青少年奉仕委員長 三谷青少年交換委
員長にはご苦労をおかけしますが、一年間気配
り、目配りの程よろしくお願い致します。
又、徳岡会員ファミリーには、ホームステイに
ついて格段のご協力をして頂くことになってい
ます。アヌークさんとの来日前のメールのやり
とりをみていますと、既に“おじいちゃんとお
孫さん”の関係がみてとれます。ほほえましい限
りです。
徳岡おじいちゃん！！アヌークさんは当クラ
ブの預り交換学生なので、お一人で彼女を独占
しないで下さいね。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本年度は会員卓話における外部招聘者のお食
事代は、会員にご負担いただくことになりま
したのでご了承お願いいたします。
②次週9月4日は泉ガバナーをお迎えしてのガバ
ナー公式訪問です。多数の会員のご出席をお
願いいたします。なお、11時30分から「HINOKI
3」にてガバナー公式訪問懇談会が開催されま
す。関係各位宜しくお願いいたします。
③「2014-15年度 IM6組 インターシティ・ミー
ティング」出欠のご返事を事務局までお願い
いたします。

）内は会員総数を基準とした値

8月28日の出席率
78.95％
６週間前（7月24日）の
メークアップを含む出席率 83.93％
メークアップ実施会員
2名（欠席者11名)
④本日17：00より№1.3.4テーブル情報集会が
「 圓石 本店 」にて開催されます。関係各位
よろしくお願いいたします。
⑤本日例会終了後、3Ｆ「アンバー」にて9月度定
例理事会を開催いたします。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

米山奨学委員会より御礼を申し上げに参りまし
た。今年もどうぞよろしくお願い申し上げま
す。
地区米山奨学委員長 近藤菜穂子
地区米山奨学委員長 近藤様ようこそいらっ
しゃいました。田淵様もようこそ 小寺 一矢
お久しぶりです！！連続欠席お詫び 川原 和彦
平成26年8月28日

合計金

13,000円

累計金

408,000円

☆☆ 先週（8 月 28 日）の卓話 ☆☆
「シルクロードのオアシス、
新疆ウイグルの昔と今」
中野 格 会員
私がシルクロード、とりわけ東トルキスタン
（新疆）について漠然とした興味を抱くように
なったのは作家「井上靖」の西域を題材とした書
籍であった。
そして１０数年前より仕事の関係で新疆に出
入りするようになり、特にハミ市政府との人脈
を繋いでもらおうと出会った、トルコ・イスタン
ブールから中国・西安に至るシルクロードを幾
度も旅し、日本人の女性で最初に新疆ウイグル
自治区の全域を踏査した富山市在住の歌人高林
和子さんに様々なお話を伺い感化され、より興
味が強くなる中でその後たびたび訪問すること
になった。
新疆各地の自然や風土、歴史、様々な人々との
出会いの中で得た、ほんの少しの情報から新疆
で今何が行われているのかを知っていただき、
ウィグル族が弾圧（被爆・資源の強奪・宗教弾圧・
不当な逮捕拘禁・強制労働収容所・育児制限・誘
拐等）から解放され、人々に平和が訪れるよう
願っていただくきっかけになれば幸いです。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
かぼちゃのポタージュ、北海道産鮭のムニエ
ル、醤油風味の焦がしバター、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

