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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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おめでとうございます
職 業 奉 仕 月 間

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2321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 「 会長新年挨拶 」
山本 喬一会長

新年のご挨拶
会長 山本 喬一
新年、あけましておめでとうございます。
会員の皆様はご家族お揃いで清々しい新年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は少しくらいニュースもありましたが、
後半にラグビーワールドカップでの日本の活躍
や日本人２人がノーベル賞を受賞するなどうれ
しいニュースもありました。２０１６年は、５月
に伊勢志摩でサミットがあり、７月には参議院
選挙、年末にはアメリカで大統領選挙が行われ
ます。その結果次第で私たちの生活や事業にも
大きな変化が生じるかも知れません。この一年
がテロや大きな災害もなく平穏な一年であるこ
とを願っています。
今年はオリンピックの年でもあります。今回
は南米のリオデジャネイロで開催され、国民が
一丸となって日本選手を応援し大いに国内が盛
り上がる年でもあります。
私たちの大阪天満橋ロータリークラブでも
ロータリーデーという大きな事業を済ませ新年
からは創立５０周年に向けての地固めを本格化
する年であります。本年度の当クラブのテーマ
は、「奉仕を実践し、絆を深めよう」とさせて頂
いています。期の後半では、陽明ＲＣ訪問、青年
功績賞授与式、春の家族会、老人クラブへの社会
奉仕企業、などまだまだ多くの事業を計画して
おります。これらの事業に多くの皆様にご参加
頂き会員間の絆を深めて、
50周年に向けての準備
を進めて行きたいと思いますので、どうぞご協
力をお願いいたします。

次週（１月１４日）のお知らせ
１）例

（2322回）

会

ロータリー讃歌

２）ソング

３）クラブ協議会
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１月度のお誕生日
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（以上敬称略）
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆さん、こんにちは、
本日は2015年の最後の例会です。
つたない会長
長の私ですが、皆様のご協力で半年をなんとか
過ごさせて頂きました。感謝申し上げます。
20日の産経新聞には、当クラブがホストをし
て実施しました「拉致問題から見える日本の姿」
と題して行ったロータリーデーの様子を意見広
告として掲載頂きました。この掲載により1人で
も多くの人に北朝鮮拉致問題に関心を持って貰
えることを願っています。
この意見広告の費用100万円を実行委員会と
会員の皆様のご協力で捻出したいと考えていま
す。本日再度書面でもお願いをしていますが、お
ひとり2万円か3万円を目処にご協力をいただけ
れば有り難いと考えています。ご協力よろしく
お願いいたします。
年内のロータリー活動もほぼ終了しています
が、社会奉仕委員会では、明日25日に大阪市の児
童院で行われるクリスマス会にプレゼントを
もって参加いただきます。中村委員長には大変
ご足労ですががよろしくお願いいたします。

☆☆ 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

０名
３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

60名
43名(54名)
25名
11名

最後に1点報告をさせて頂きます。
先日の年次総会で次年度理事に承認いただき
ました寺村会員より事情により辞退の申し出が
あり被選理事会において承諾されましたので、
新たに永田会員に次年度理事に就任いただくこ
ととなりました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 1・2月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
②「台北陽明ロータリークラブ」創立39周年記
念式典のご案内を本日お配りしております。
③創立50周年特別積立金を今年度下半期会費か
ら4回に亘って、1回につき3万円を徴収させて
頂くことが理事会で決定しましたので了承宜
しくお願い申し上げます。
④1月7日(木)「新年度初例会」前にヒルトン大阪
６F「神殿」にてご祈祷をして頂きます。会員
各位におかれましては12：00に「神殿」前にご
集合ください。
⑤「大阪天満橋ロータリークラブの未来につい
て アンケートのお願い」次週1月14日までに
事務局にご提出お願いいたします。
⑥1月14日（木）に開催されますクラブ協議会の
ご案内を本日お配りしております。出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑦次週12月31日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
す。事務局の年末年始休暇は12月28日～1月4日
です。
⑧本日例会終了後 1月度定例理事会を10F「平安
の間」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

本日は宜しくお願い致します。
藤田 浩哉
本日御寺泉涌寺宗務総長藤田様に卓話をお願い
致しました。よろしくお願い致します。
永田 秀次
半年間、皆様のご協力で無事過ごせました。残
り半年も宜しくお願いします。
山本 喬一
会員の皆様には良き年をお迎え下さい。本年は
いろいろとお世話になりました。 橋本 守之
上期ご協力と御理解に感謝。下期も宜しくお願
いいたします。
中野 格
永田会員本年〆の卓話楽しみにしています。
井戸 幹雄
永田会員本年〆の卓話楽しみにしています。
川原 和彦

）内は会員総数を基準とした値

12月24日の出席率 79.63％
５週間前（12月3日）の
メークアップを含む出席率 100.00％
メークアップ実施会員
0名（欠席者0名)
永田会員本年〆の卓話楽しみにしています。
中川 政照
永田会員本年〆の卓話楽しみにしています。
中野 格
永田会員本年〆の卓話楽しみにしています。
寺杣 晃一
永田会員本年〆の卓話楽しみにしています。
平尾 彰彦
メリークリスマス１年ありがとうございまし
た。
中村 修
中川様先週は有難うございました。 寺村 清
ホームクラブ欠席のお詫び
西浦 司
上半期皆様より多額のニコニコありがとううご
ざいました。下半期も何卒宜しくお願い申し上
げます。
SAA一同
平成27年12月24日

合計金

62,000円

累計金 1,630,000円

☆☆ 先々週（12 月 24 日）の卓話 ☆☆
「皇室の御寺 泉涌寺」
宗務総長 藤田 浩哉 様
永田 秀次会員紹介
泉涌寺は、鎌倉時代に俊芿律師が戒律復興を
唱えて、律・禅・天台・真言・浄土の諸宗兼学の
道場として建立されました。その時に、境内の一
隅から清らかな泉が湧き出たので、「泉涌寺」と
命名されました。
四条天皇が若くして御崩御された時に御縁が
あり、泉涌寺の長老が御導師をつとめ御葬儀を
申し上げました。それ以降、明治天皇の御父・孝
明天皇までの数多くの天皇皇后皇族方の御葬儀
は泉涌寺長老が御導師を申し上げました。山内
には、四条天皇をはじめ孝明天皇までの御山陵
が鎮まり霊明殿（皇室の御位牌堂）にも天智天皇
以降、昭和天皇香淳皇后までの御位牌をお祀り
申し上げ、日々御回向申し上げております。この
ことから、我が国唯一の皇室香華院（皇室の菩提
寺）として各皇族方から尊信を集めております。
泉涌寺は長く門戸を閉ざしておりましたが、昭
和32年から門戸を開き、
一般の参拝が許されるよ
うになりました。
昭和41年には御寺泉涌寺を護る
会も結成されました。東山の山麓に位置し、四季
それぞれの風情を醸し出し、凛とした佇まいの
中に品格と格式を醸し出す御寺でございます。
皆様も是非お参りください。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
立 食 料 理

