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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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水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2374回）
ロータリー讃歌
「病気の化学」
（老化・アルツハイマー・痛風）
日本分析化学専門学校
専任講師・博士（学術）
宮道 隆
様
重里 國麿会員紹介
健 康 委 員 会

☆☆ ３月度の在籍表彰 ☆☆
38ヵ年 井戸 幹雄
27ヵ年 二宮 秀造
24ヵ年 寺内 清視

29ヵ年 南川 和茂
24ヵ年 鍬田 充生
15ヵ年 末澤 正大

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
南川 和茂

寺杣 晃一
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

２月２３日（木）１１時より戦略計画委員会が
山本委員長の下で開催され、まず最初に山本委
員長より２月４日（土）に開催されました地区戦
略計画委員会の報告をされ特段当クラブとの差
異は無いと認識。今回郡ガバナー補佐に出席頂
き当クラブと他クラブとの比較及び委員会への
アドバイスを頂きました。最後に今後のクラブ
のビジョンについて話合われ、次回に纏めて行
こうとなりました。
当日の夜はテーブルNO.１・６のテーブル情報
集会が石鍋〝健“にて催されました。貸し切り
にて皆気楽に近況報告並びにクラブへの思いを
存分に披露して頂きました。テーブルマスター
の山田会員・荒木会員お世話になりました。

次週（３月１６日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2375回）
それでこそロータリー
「ペースメーカー入れました」
中村 修 会員

４）第4回被選理事会

２月２８日（火）は大阪市の青年功績賞授与式
が信太山青少年野外活動センターで行われ、当
クラブより橋本会長エレクト、高良副会長、箕村
幹事、寺杣幹事エレクト、勝見青少年奉仕委員長
と私６名が参加。本年は２６名（Sr・１５名 Mi・
１１名）が卒業で、授与式の後スライドでの活動
報告やボランティアスタッフ有志による演奏等
がありました。会食・歓談では卒業メンバーが挨
拶に来てくれ、昨年当クラブで卓話をしてくれ
た渡嘉敷君とも話、彼は小学生の時にこのキャ
ンプにも参加していた事や他の学生さんも親が
此のボランティア活動をしていて親子２代です
という学生さんもおり、この活動が如何に伝統
的で素晴らしいものである事を物語っていると
思います。
当日の夜はI.M６組会長・幹事会（睦輪会）の
第４回がヒルトンホテルで開催されました。１
１クラブ１８名と郡ガバナー補佐と中島ガバ
ナー補佐エレクトが参加。当クラブがホストで
すので永田会員・梅本会員・寺杣会員・大保さん
が裏方として協力して頂きました。実質本年度
最後の会合で、クラブによっては殆どの事業が
済みましたと安堵されているクラブもあった

☆☆ 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
２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
40名(52名)
22名
12名

り、大阪東RCや城北RC等は周年を控えているので
まだまだ大変なクラブもありました。次回は５
月２６日（金）ホテルニューオータニで第１回新
旧合同睦輪会が城東RCをホストとして開催され
ます。又当日郡ガバナー補佐の偶然お誕生日で
したので皆で祝福の乾杯をして頂きました。
最後に、次年度小寺一矢副会長より副会長ご
辞退の申し入れがございました。クラブ細則第1
条第4節により本日午前中に開催されました臨
時被選理事会において承認され、次年度副会長
には郡 悦清会員（次年度 職業奉仕委員長）が、
次年度職業奉仕委員長には寺内清視会員が決定
しましたのでご報告させて頂きます。なお、小寺
会員には50周年記念事業実行委員会 副実行委員
長としてお世話になります。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて3月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②50周年実行委員会名簿を全会員にお配りして
おります。なお、第4回実行委員会のご案内を
関係各位にお配りしておりますので宜しくお
願いいたします。
③IM第6組ロータリーデーが3月4日（土）12：30～
ニューオータニ大阪にて開催されます。ご参
加の方は宜しくお願いいたします。
④「第3回 三世代クラブ有志合同懇親会」のご
案内を本日お配りしております。
⑤先週「2017-18年度のための地区研修・協議会の
ご案内」を関係各位にお配りしております。ご
欠席の方は幹事エレクトまでご連絡をお願い
いたします。
⑥№5・7テーブル情報集会出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑦本日「大阪天満宮観梅」が開催されます。ご参
加の方はよろしくお願いいたします。
⑧次々週例会終了後「第4回被選理事会」を開催
致します。本日ご案内させて頂いております
ので関係各位宜しくお願いいたします。
⑨事務局員の募集要項を掲示板へ掲示しており
ますので、お心当たりのある方は、幹事まで宜
しくお願いいたします。

）内は会員総数を基準とした値

3月2日の出席率
76.92％
4週間前（2月9日）の
メークアップを含む出席率 84.62％
メークアップ実施会員
2名（欠席者10名)

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日 卓話させて頂きます。拙い話ですが、宜
しくお願い致します。
地区職業奉仕委員会 副委員長 北村 譲
北村様本日の卓話宜しくお願い申し上げます。
石田 道夫
北村様、本日の卓話よろしくお願い致します。
箕村 保
北村さんいつもお世話になります。本日の卓話
よろしくお願いします。
井戸 幹雄
北村様、本日の職業奉仕委員会卓話どうぞ宜し
くお願い致します。
西浦 司
思いがけないことでご迷惑をおかけすることに
なりました。お詫び
小寺 一矢
満85歳の誕生日自祝。これからもますます意気
軒昂でいきます。皆様どうぞよろしく。
坂本 一民
誕生日自祝、50周年に向って健康に注意しま
す。
橋本 守之
誕生日自祝
中村 修
誕生日＆結婚記念日自祝。会長素敵なお花をあ
りがとうございます。
永田 秀次
誕生日です。3/21で54才になりま～す。
今井 浩
平成29年3月2日

合計金

50,000円

累計金 2,131,000円

☆☆ 先週（3 月 2 日）の卓話
「職業奉仕に因んで」
地区職業奉仕委員会
副委員長 北村 讓 様
職業奉仕委員会
日頃より、地区職業奉仕委員会活動に御協力
を頂いていますことに感謝申し上げます。
職業奉仕は概念の部分とクラブとして行う職
業奉仕活動では相違点があるということだと考
えています。これをしっかり認識して行動して
頂くことが大切ではないでしょうか。
個人として高い職業倫理をもって自分つくり
と事業を行うことは、お客様や従業員、取引先な
どに良い影響を与え、社会全体が良くなること

につながると思います。これが「自分の職業（事
業）を通じて社会に奉仕することが職業奉仕で
ある」であり、〝I serve゛という職業奉仕の基本
的な概念であります。個人として取り組む職業
奉仕の概念では、受益者は職業人である自分で
あり、有償の奉仕であるということになります。
それに対して職業奉仕活動はクラブとして取
り組むもので、受益者は地域社会であり、無償の
奉仕であるということになります。
昨年4月のRI規定審議会において「奉仕の第二
部門を改正する件」が採択されました。それは、
クラブとして地域社会に職業上のスキルを活か
した奉仕活動を求める趣旨の文言が標準ロータ
リークラブ定款に追記されたことであります。
職業奉仕の意識を高める機会として、毎年、年
の始まりの1月の職業奉仕月間中に、クラブ
フォーラム等を開催して頂き、個人としてクラ
ブとして何をすべきかを会員間で様々な意見を
活発に交わして頂くことを願っております。

キャンプに参加して、その楽しかった思いを今
の子供たちにも味わってもらいたくてキャンプ
スタッフになりました、という方もおられ、事業
を継続していくことの大切さをあらためて痛感
いたしました。
最後になりましたが、本事業に関わっていた
だいた皆様、誠に有難うございました。
青少年奉仕委員会

☆☆青年功績賞授与式☆☆
２月２８日（火）、一般財団法人大阪市青少年
活動協会（愛称 あいす・おおさか）運営の、大
阪府和泉市「大阪市立信太山青少年野外活動セ
ンター 青少年の家」にてキャンプスタッフ卒
業式が行われました。当クラブからは石田会長、
橋本会長エレクト、高良副会長、箕村幹事、寺杣
幹事エレクト、勝見青少年奉仕委員長、の６名が
出席しました。

卒業セレモニーのメインプログラムとして青
年功績賞授与式が行われ、
当クラブより26名の卒
業生スタッフの方に対して、青年功績賞と記念
品を贈りその功績を称えました。引き続いて卒
業記念パーティー第一部に出席し、卒業スタッ
フの皆さんと食事をしながらの懇談となりまし
た。その中で自分自身が子供の頃に、信太山の

☆☆ＩＭ６組ロータリーデ－☆☆
３月５日（土）ホテルニューオオタニに於いて
RI2660地区６組のインターシティミーティング
が郡ガバナー補佐指導のもと大阪城東ＲＣのホ
ストで開催され、大阪天満橋ＲＣから２３名の
会員が参加しました。元ＲＩ会長、田中作治氏の
講話と質疑応答形式で国際ロータリーの方針や
日本のあり方などが熱心に語られました。
ミーティング後の懇親会で、田中元会長に私
たちの三世代クラブの奉仕事業を紹介したとこ
ろ大変興味深く聞いて頂きました。
（広報委員会 山本）

－－観梅の会－－
３月２日 前日より心配されていた雨もあが
り、大阪天満宮にて恒例の観梅の会が開催され
ました。盆梅鑑賞の後、亀の池のほとりの星合茶
寮には今回、大手前、中之島クラブ、留学生の皆
様にも御参加頂き例年より賑やかな会となりま
した。寺井宮司会員のお話によると菅原道真公
のゆかりに天満宮は２５という数にご縁がある
そうですが、本会も来年には２５回目を迎える
そうです。
東風に満開の梅の薫る中、末澤会員の和田八
の天ぷらや天満宮のおでんに暖をとり、まもな
くの春の訪れを感じる楽しい夕べとなりまし
た。お世話になりました寺井宮司、中川会員有難
うございました。
（幹事Ｅ 寺杣 晃一）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
3月第2例会のお知らせ
日 時：3月15日（水）
【開 会】19：30
内 容：｢大阪天満橋ロータリークラブ
会長の石田様による卓話｣
場 所：錦城閣（通常例会場です。）
登録料：3,000円
登録先：幹事 小城ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：3月10日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・山葵菜としらすの浸し
・鯛 鮪 あしらい一式
・甘鯛若竹あんかけ 人参 木の芽
・玉筋魚(いかなご)くぎ煮飯 香の物
・澄まし仕立て（蛤 三つ葉）
・胡麻プリン 苺

ロータリー讃歌

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

こころ

ロータリー 奉仕の精神

ロータリー 誠意と友愛

ロータリー ロータリー

徳義に立って

世界を 一つに結ぶ

ロータリー ロータリー

しるし

ロータリー 理想の表徴

むつみ

ロータリー 融和と親善

ロータリー ロータリー

希望に燃えて

世界に 平和を樹てる

ロータリー ロータリー

