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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

ＮＯＶＥＭＢＥＲ ２６ ２０１５ ＮＯ．２３１６
ロータリー財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2316回）

２）ソング 紅葉
話 「変化に直面する日本・
中国、インド、ベトナムの台頭」
日本アジア証券㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部
今井 正之 様
箕村 保 会員紹介

次週（１２月３日）のお知らせ
１）例

会

（2317回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓

４）年次総会

３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）クリスマス家族会

次年度理事・役員選挙

５）12月度定例理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは、
この一週間は、天気が優れなくうっとうしい
日が続いていましたが、それにも増していやな、
悲惨な事件がフランスパリで発生しました。129
人もの人が死亡し99名が重体と伝えられていま
す。突然、自分の意志とは関係なく将来を絶たれ
た被害者の方々に哀悼の意を表したいと思いま
す。同じ人間の仕業とは信じがたいことです。
フランスでは今年の1月にも、新聞社銃撃事件
で12人が死亡するという事件が発生しました。
そ
のときは、当クラブから推薦しフランスに徳岡
虎太郎君が滞在していましたが地区の危機管理
委員会とも連絡をとりながら安否を確認しまし
た。現在は高槻西ＲＣから推薦されフランスに
滞在中の女子派遣生がいますが、現地の青少年
交換委員会からいち早く無事であることの報告
が来ています。現地委員会ではこの事件の動向
を見定めつつ今後のことを決めるとの報告です
が、テロの恐怖で様々な事業が中止となるのは
残念なことで安全を確保しながら予定通りの事

業が実施されることを祈っています。
同じような理不尽な犯罪の被害者に「北朝鮮
により拉致被害の方々」がおられます。
いよいよ明後日21日にこの事件をテーマとし
ました当クラブホストによるＩＭ６組ロータ
リーデーを開催いたします。１７日には最後の
会場下見を行いました。皆様のご協力で盛大で
且つ実りある会合にしていきたいと思いますの
で、ご参加ご協力をよろしくお願いいたします。
また、本日はクラブの創立記念卓話を、坂本パ
スト会長にしていただきます。クラブの歴史と
伝統に関するお話をして頂けると存じます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
地区から郡 悦清会員に地区大会 選挙委員
会委嘱状が届いておりますので後程お渡し致し
ます。

☆☆ 幹 事 報 告

☆☆

①次週11月21日
（土）
は当クラブがホストの第6組
IMロータリーデーが開催されます。ご協力宜
しくお願いいたします。担当がお決まりの方
は9:00には会場に集合頂きます様お願いいた
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

１名
０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

59名
38名(51名)
25名
13名

②本日地区大会の名札をお申込み頂いておりま
す方のみにお配りしております。会場入り口
でバーコードのチェックがございますので必
ず持参お願いいたします。なお、お弁当をお申
込みの方は引き換え券を名札ケースに同封さ
せて頂いております。バーコードチェック後、
直ちにお引替えのうえ、各自お持ちいただき
コンサート終了後に会場座席にてお召し上が
り下さい。
お引替え12:30まで、
お召し上がりは
13:00までとなっております。
なお、
お持ち帰り
はできませんので。
③クリスマス家族会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。多数のご参加をお願い
いたします。
④№1・2テーブル情報集会ならびに№5・6テーブ
ル情報集会の出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。
⑤次週例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
⑥次週例会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
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

いよいよ明後日ロータリーデー。皆様で任務達
成。よろしく
小寺 一矢
本日の記念卓話、拙いですがよろしくお願いい
たします。
坂本 一民
坂本パスト会長、本日の記念卓話楽しみにさせ
て頂きます。
山本 喬一
坂本会員、本日の記念卓話がんばって下さい。
井戸 幹雄
結婚50周年（11月23日）金婚式を迎えました。
家内に感謝して自祝
橋本 守之
結婚記念日自祝

中川 政照

結婚記念日自祝

箕村 保

11月14日、無事に長女が産まれました。
箕村 保
箕村さん、第２子誕生おめでとうございます。
中野 格
№3、4情報集会欠席おわび

溝手 悟

）内は会員総数を基準とした値

☆☆ 新入会員紹介 ☆☆

11月19日の出席率
74.51％
４週間前（10月29日）の
メークアップを含む出席率 83.02％
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)
平成27年11月19日

氏
名
誕
生
職業分類
事業所

合計金
51,000円
累計金 1,259,000円

☆☆ 先週（11 月 19 日）の卓話 ☆☆
創立４８周年記念卓話
「この４８年を想う」
坂本一民会員
当クラブが48周年を迎え誠におめでとうござ
います。
私は創立後10年目に入会致しました。入会し
た時は45歳で、長岡初代会長のご提唱のもと「質
実・堅実」でみんな張り切っていました。
ふりかえってみますと
1967年に（例会場）松坂屋大阪店（例会日）土
曜日で創立。台北陽明RCと姉妹提携締結。大阪天
満橋ローターアクトクラブ設立。
大阪大手前RC創
立。創立20年目に例会場をヒルトン大阪、例会日
を（木）に変更。ホームページを開設。大阪天満
橋・大手前・中之島の三世代RC発足。例会場をヒ
ルトン大阪からインターコンチネンタルホテル
に変更。2年後例会場をヒルトン大阪へ再移転。
その間事務局も4回移転しています。記念誌は10
年ごとに計4回発行。RI会長賞は1990年以降計７
回受賞しています。
いま特に思い出しますのは、野口隼人会員
（チャーターメンバー）が出席の委員長の時、例
会を欠席された会員に必ず電話をされその理由
をお尋ねになり、たえず出席率100％を達成され
たとの事です。
私が心を打たれましたのは、創始者ポールハ
リスの言葉で、ロータリーは「形式ばらない 心
からの親睦」
「ある立派なことを全身全霊で打ち
込んでやれば、必ずそのよさは自分自身に返っ
てくるものなのです」
「お互い尊敬しあうところ
から生まれる心からの愛情」
「取引の当事者双方
の利益になって、初めて正しい取引といえるの
だ」などです。大阪天満橋RCが今後ますます発展
していきますようお祈りしています。
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柳澤 興平
昭和24年12月27日
百貨店
エイチ・ツー・オー
リテイリング㈱

〒530-0012 大阪市北区芝田2-6-27
06-6365-8120
顧 問
郡 悦清・山本 喬一
平成27年11月26日

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
オニオングラタンスープ
牛頬肉のブレゼ、赤ワイン風味、ブルゴー
ニュ風ガーニッシュとマッシュポテト
栗とプラリネクリームのケーキ、カシスアイ
ス添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

国際ロータリー2660地区 ＩＭ６組ロータリーデー
「拉致問題から見える日本の姿」
11月21日、ナレッジキャピタル・コングレコンベ
ンションセンターで、RI2660地区主催、我が大阪天
満橋ＲＣがホストクラブとして開催しました。本
年度からロータリアン以外の一般の方の参加もで
きるロータリーデーとして行いました。
拉致問題に詳しい次世代の党代表・中山恭子氏
の基調講演と、同氏と西村眞悟前衆議院議員、特定
失踪者問題調査会代表・荒木和博氏の３氏と河村
産経新聞大阪正論室長のコーディネートによるパ
ネルディスカッションで、拉致問題に関する貴重

な情報や私たちがこの問題にどう向き合うべきか
を議論して頂きました。
一般参加者を含め250名近い参加があり大変盛
況でした。開催の様子が同日夜の関西テレビの
ニュースで取りあげられ、また翌日の産経新聞で
も報道されました。
小寺ロータリーデー実行委員長の熱意と会員の
協力で、地区の重要な行事を大成功させることが
出来ました。ご参加の皆様、ご苦労様でした。

