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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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新世代のための月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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

☆☆ ９月度のお誕生日 ☆☆
2日
16日
20日
24日
26日

在本 茂
中村 健輔
寺村 清
南川 和茂
阪本 宗久

9日 安田 義治
19日 中島 清治
21日 髙 田 肇
26日 福 井 興
（敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日は、第２６６０地区ガバナー泉 博朗様
をお迎えしております。当クラブ会員一同、心よ
り歓迎申し上げます。泉ガバナーには、後程ガバ
ナー卓話をして頂くことになっています。当ク
ラブについて、ガバナーの視点から忌憚のない
ご所見を頂ければ有難いと思っております。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。
さて、今月は「新世代のための月間」でありま
す。８月３０日、３１日と青年功績賞授与で、信
貴山上の「自由の森なるかわ」と「吉野宮滝野外
学校」へ行ってまいりました。遠い所、参列頂い
た橋本副会長、山本会長エレクト、大矢青少年奉
仕委員長、荒木同副委員長、寺杣同委員、中島幹
事、中野同エレクト、箕村広報委員、御木・平尾
両親睦委員の皆様には連日ご苦労様でした。２

次週（９月１８日）のお知らせ
１）例 会 （2262回）
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話
「歴史と伝統ある大阪天満橋に
感謝の十川ライブ」
十川ミュージックアカデミー
十川裕加（そがわ ゆか）様
仲西 良浩会員紹介
日間で２２名の青少年活動リーダー（大学４年
生）に功績賞を授与致しましたが、参加したリー
ダーは１年生から４年生まで８０数名。それぞ
れ礼儀正しく、彼等の手作りの料理を頂き、キャ
ンプファイヤーの炎の中、各チームリーダーか
ら子供達とのキャンプ報告がされていきます。
真っ暗な中、満天には夏の大三角形の星座が輝
いています。４年間の大学生活を、子供達のキャ
ンプリーダーとして自己研鑽を重ねてきた彼等
の姿に参加メンバー全員感激いたしました。
当クラブ創立３年目の昭和４４年から継続し
て行われている事業ですが、改めてスタート時
の青少年委員長だった故松田稔先生の功績が想
い起こされます。その後４５年間、関与されてこ
られた会員のご努力にも、心から敬意と感謝の
念を捧げたいと思います。ありがとうございま
した。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①9.10月卓話予定者表をお届けしております。
担
当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を
事務局までご連絡お願いいたします。
②秋の家族会のご案内を本日お配りしておりま
す。多数のご参加をお願いいたします。
③ロータリー文庫の資料目録が届いております
ので事務局で保管しております。

☆☆ 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

１名
１名
０名
０名

会員総数
62名
会員出席
47名(56名)
出席規定適用免除 24名
会員欠席
9名

④「ロータリーの友」英語版の案内が届いてお
ります。詳細につきましては掲示板をご覧く
ださい。
⑤「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。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

9月4日の出席率
83.93％
5週間前（8月7日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
5名（欠席者14名)
ファイナルセレモニー開催を告げるトーチ入
場の頃には、初秋の夜空に「こと座」、
「わし座」、
「はくちょう座」からなる夏の大三角が、青少年
の育成と学生達の今後の活躍を祈るように輝き
感動的な式典となりました。

敬称を略す

泉 博朗ガバナーようこそ。会員一同歓迎申し
あげます。
小寺 一矢
泉ガバナーようこそお越しくださいました。
中島 清治
泉ガバナーの訪問を歓迎して。
山本 喬一
泉ガバナーのご来を心から歓迎しよろしくお願
いします。
重里 國麿
Welcome泉ガバナーさん。
徳岡 昭七郎
青年功績賞授与式にご出席いただきました皆様
お疲れさんでした。ご協力感謝致します。
青少年奉仕委員会
平成26年9月4日

）内は会員総数を基準とした値

合計金

28,000円

累計金

436,000円

☆☆青年功績賞授与式☆☆
8月30日（土）は大阪府青少年活動財団運営の
東大阪市立野外活動センター「自由の森なるか
わ」、31日（日）は奈良県吉野町「吉野宮滝野外
学校」で青年功績賞授与式を行いました。
両日とも好天に恵まれ、当クラブからは小寺
会長、橋本副会長、山本会長エレクトをはじめ11
名が出席し、「自由の森なるかわ』のボランティ
アリーダーの学生10名、「吉野宮滝野外学校」で
は12名に対して、
青年功績賞と記念品を贈りその
功績称えました。

最後になりましたが、青年功績賞の表彰
状作成および記念品についてお世話になり
ました井戸会員、中村健輔会員並びにご参
加の皆様、誠に有難うございました。
青少年奉仕委員会

※※ No1.3.4 テーブル情報集会※※
北区堂島の「圓石本店」において、8月28日（木）
No1.3.4テーブル情報集会が開催されました。
小寺会長はじめ飛び入り参加の寺杣会員を含
む20名の参加で、会長ご挨拶のあと、坂本一民パ
スト会長の乾杯のご発声で野菜たっぷりのヘル
シーな石鍋とお酒を楽しみながら、近況報告や
ロータリーライフについて語り合い有意義な時
間を過ごしました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
トウモロコシのポタージュ
ハンバーグステーキ、ライス添え
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

☆☆ 先週（9 月 4 日）の卓話 ☆☆
大阪天満橋ロータリークラブ公式訪問卓話
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 泉 博朗様
皆様こんにちは、本年度、地区ガバナーを仰せ
つかりました大阪帝塚山ロータリークラブの泉
でございます。本日は、敬愛する大阪天満橋ロー
タリークラブの皆様方にお会いできましたこと
誠に光栄であります。どうぞよろしくお願いい
たします。先ほど小寺会長様、中島幹事様、そし
て、役員の皆様より、いろいろとお話をいただき
まして、今後の地区運営に大いに活用させてい
ただきたいと思っております。
大阪天満橋ロータリークラブは1967年、
長岡様
様を初代会長として創立されました。
47年の永き
にわたり地区にご貢献いただきました事、感謝
申し上げます、そして、2004-2005年度小倉様を
2009-2010年度重里様をガバナー補佐として輩出
しておられます。
また、山本様は地区青少年交換委員長、ならび
に危機管理委員会、溝手様には地区社会奉仕委
員会に出向していただき、地区活動に貢献をし
ていただいておりますこと、高いところからで
はございますが、あらためて、お礼を申し上げま
す。
本年度ＲＩ会長は台湾台北ＲＣのゲイリーホ
アン様でありますが、そのテーマは「ＬＩＧＨＴ
ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ（ロータリーに輝きを）」で
あります。それを受けまして地区としてのテー
マは「ひとりひとりの輝きで、あなたの地域を輝
かそう」であります。今回、７月号を全会員に配
布いたしましたので、RIの方針、地区の方針の詳
細につきましては、その7月号を参照していただ
きたいと思います。
ロータリーの基本方針は「親睦」と「奉仕」で
あります。私は、ＰＥＴＳ、地区研修・協議会に
おきまして「親睦は石垣 奉仕は城」と申しまし
た。いくら立派なお城でも、砂上の楼閣では、や
がて崩壊いたします。クラブの皆様が親睦で結
ばれていると、一体感が増し、奉仕の効果がより
大きくなり、大きな感動を共有することが出来
るのです。また奉仕を通じて、親睦が深まること
を多く経験いたしました。親睦を燃料とし、奉仕
の炎を燃やしていただきたいのです。「親睦」と
「奉仕」の結果、すなはち、「ロータリー活動」
の結果、私たちは何を得るのでありましょうか。
それは「寛容の精神」と「信頼感」であります。
「親睦」と「奉仕」を通じて、互いに理解し合い
「信頼」と「寛容」を感じ合うわけであります。

まず、簡単な奉仕から始めて下さい。そして、
もし、皆様の心に触れる奉仕活動が見つかれば、
その「奉仕」を深めていただければいいわけであ
ります。人によって感じる部分は違います。皆
様、ひとりひとりの心に触れる、奉仕の形があっ
ていいわけであります。主役はあなたでありま
す。ロータリーの奉仕は、皆様の思いに応えるだ
けの、実に多彩な奉仕活動を行っています。きっ
とあなたの心に響く奉仕があるはずでありま
す。
「一隅を照らすこれすなわち国の宝なり」と
いう言葉があります。皆様おひとりおひとりが
ご自身の周りを照らすことが結果として全体を
照らすという考え方であります、まさに「ＬＩＧ
ＨＴ ＵＰ ROTARY」、「ひとりひとりの輝きで、
あなたの地域を輝かそう」であります。
次に、「職業奉仕」について考えてみたいと思
います。職業奉仕とは、「職業をもって社会に奉
仕する」ということですが、これは、コンプライ
アンスを守るとか、職業倫理を考えるとかより
も、むしろ、個人として、ご自身の職業とどの様
に向かい合うかという、いわゆる職業観、人生観
に基づく奉仕と考えられないでしょうか。自分
の仕事がどのように世の中に役に立っているの
かを考えながら、そして、感じながら、仕事を出
来るようになることが、ロータリアンの目指す
べき姿ではないかと思うわけであります。その
指針が「4つのテスト」であり、「最も奉仕する
者、最も報われる」という言葉であります。世の
中にもっと、役立つことは何か、私たち自ら考
え、信じる職業奉仕をすべきではないでしょう
か。
未来のための奉仕には若者の力が必要です。
若者を見て過去の自分を思い出し、逆にその若
者たちは、私たちを見て、未来を感じているので
す。もし、若者たちが元気のない、力のない、将
来を期待していない私たちを見ていたとした
ら、明るい未来を予測することができるであり
ましょうか。若者の前では、明るい未来、力強い
未来を語って欲しいわけであります。
私たちの地区大会は12月5日、
6日と行われます
すが、テーマは「英知を集め未来を築こう、今
羽ばたこう、未来に向かって」と致しておりま
す。地区大会につきましては、例年同様全員登録
をお願いいたしたいと思っております。予算の
関係上、皆様にあらためてお願いにあがること
が出来ませんので、代わりまして、全員のご登録
と、ご参加をお願いいたします。
本年度は、ゲイリーホアンRI会長の推奨事業

合わせ、意思の疎通をはかり、この伝統ある2660
地区のクラブであってよかった、ロータリアン
でよかったと言えるように感じていただき、今
後とも益々のご発展、ご活躍をされることを祈
念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

であります「ロータリーデー」の実施をお願いい
たしております。また各クラブのロータリー
デーの集大成を、2015年5月5日のこどもの日に
「ロータリーフェスティバル ・Light up
OSAKA」と銘打って、中之島公会堂を借り切りまし
て行う予定であります。
今年度のもう一つのキャッチフレーズは、
「楽しいロータリー、待ち遠しいロータリー、わ
くわくするロータリー」であります。皆様が集う
かぎり、楽しくなくてはなりませんね。いろいろ
な楽しみを皆さんご自身のクラブの中で見つけ
てほしいわけであります。
私が申し上げたいことは、皆様おひとりおひ
とりが主役であり、皆様おひり、おひとりが活性
化すれば、自然と英知が集まり、未来を築く力が
湧いてくるということであります。
「今 羽ばた
こう、未来に向かって」であります。
大阪天満橋ロータリークラブは、私たちの仲
間であります。また、２６６０地区におきまし
て、なくてはならない存在であります。共に力を

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
9月例会外行事のお知らせ
日 時：9月27日（土）
【開 会】11：00
内 容：「大阪東RACとの合同クリーンハイク
(天満橋周辺)」
集合場所：スターバックスコーヒー 天満橋京
阪シティーモール店前
登録料：無料
登録先：幹事 小城ひろ子
mail：tenmabashi@2660?rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：9月21日（日）

なりわい

我等の生業

岡野貞一

作詞 高 野 辰 之

作曲

なりわい

つど

むつび

一、我 等 の 生業 さ ま ざ ま な れ ど

やわらぎ

集いて図る心は一つ

つと

求 む る と こ ろ は 平和 親睦

力む るところ は 向 上奉 仕

お ゝ ロ ー タ リ ア ン

我等の 集 い

つど

このみ

あ

二、奉 仕 に 集 え る 我 等 は 望 む

こぞ

あらそ いい

正しき道に果をとるを

あわ

人の世挙りて光を浴みつ

力を協せて争 忌むを

つど

お ゝ ロ ー タ リ ア ン

我等の 集 い

