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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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母 子 の 健 康 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

（2380回）
友と呼べるのは
「ソラのウラ話」
髙松 貞彦会員

４）5月度定例理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
先週例会前に５０周年実行委員会の部会長会
議が開催されました。井戸実行委員長の下で
徐々に計画実行は進んでおりますが、まだ紆余
曲折は当然出てくる事と思います。矢張り計画
段階から実行段階に移行する中で予算やタイム
スケジュールの問題そして会員皆様のある程度
のご理解を得る事が絶対条件と存じます。今後
は出来得る限り皆様に進捗状況を報告し修正し
て、批判の出ない様に委員長並びに各部会長が
討議して進めていきますので何卒皆様ご協力の
程宜しくお願い申し上げます。
当日より５０周年記念誌及びロースター用の
会員皆様方の写真撮影が始まりました、久しぶ
りに保倉名誉会員が撮影の為訪問されて例会に
も出席頂き本当に嬉しい限りです。
又当日例会後、50周年記念行事の一環として
の大阪天満宮への国旗掲揚ポール設置等につい
て井戸実行委員長、中村健輔事業部会長、中野会
員、永田会員が天満宮にて打ち合わせをして頂
き９月末頃には設置完了して１１月２日の天満

次々週（５月１１日）のお知らせ
１）例 会 （2381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
青少年奉仕月間記念卓話
一般財団法人 大阪市青少年活動協会
「子どもとともに成長するキャンプ」
ボランティアスタッフ 井上恵里 様
「仲間との活動を通して学んだこと」
ボランティアスタッフ 島本 奏 様
青少年奉仕委員会

宮会館での移動例会の折に１１時より贈呈式を
開催する予定で式典は天満宮様の様式にて祝詞
を挙げて頂くと聞いております。是非皆様１１
月２日の移動例会及び贈呈式には多くの方のご
参加宜しくお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2017-18年度 理事・役員・委員長一覧」を本
日お配りしております。
②児童院でのバーベキュー大会へのご案内を本
日お配りしております。
③№3・4テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
④№1・6・7テーブル情報集会 出欠のご返事を早
急に事務局までお願いいたします。
⑤50周年記念誌用の会員写真を本日か次週27日
（午前11：30-12：30、
午後13：30-14：30）
のい
ずれかの日に必ず撮影下さいますようお願い
いたします。
⑥新年度ロスターの原稿、ご確認済みの方は事
務局までご提出お願いします。なお、ご訂正の
ない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出お願
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
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

59名
42名(53名)
21名
11名

⑦本日18：00～ビアフレンド会場にて
「アフター
インフォメーション」が開催されます。関係各
位宜しくお願いいたします。
⑧22日（土）「春の家族会」を開催させて頂きま
す。ご参加の方は午前8時45分にヒルトン大阪
ロビーにご集合を下さい。なお、ご参加の方々
に行程表を本日お配りしております。
⑨本日例会終了後 第5回被選理事会を10Ｆ
「京都
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。
⑩次週例会終了後5月度定例理事会が開催され
ます。本日ご案内をお配りしていますので関
係各位よろしくお願いいたします。

「☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話 澤田様 皆様ご静聴下さい。
木村 忠夫
本日、木村さんのご紹介により卓話をさせて頂
きます。宜しくお願い致します。 澤田 宗久
澤田様 本日卓話宜しくお願い申し上げます。
石田 道夫
大阪船場ロータリークラブ澤田宗久様、本日の
卓話楽しみに また期待しております。本日は
誠にありがとうございます。
中川 政照
澤田様ようこそお越し下さいました。本日卓話
宜しくお願い致します。
箕村 保
澤田様本日の卓話有難うございます。
寺杣 晃一
新入会員の吉村圭太さん、よろしくお願いしま
す。
福原 哲晃
吉村圭太さん入会おめでとうございます。よろ
しくお願いします。
山本 喬一
吉村さん入会おめでとうございます。
石田 道夫
吉村圭太さん入会を祝して 頑張って下さい。
橋本 守之
吉村さんの入会を祝して
高良 尚志
吉村さん入会ありがとうございます。
箕村 保
吉村圭太さん 御入会おめでとうございます。
共に学びましょう！
永田 秀次
結婚記念日 自祝
中村 健輔
結婚記念日 自祝
勝見 茂
結婚記念日 自祝
中島 清治

）内は会員総数を基準とした値

4月20日の出席率
79.25％
5週間前（3月23日）の
メークアップを含む出席率 84.31％
メークアップ実施会員
1名（欠席者9名)
平成29年 4月20日

合計金

71,000円

累計金 2,637,000円

☆☆ 先週（4 月 20 日）の卓話
「国際奉仕活動にかける想い」

大阪船場ロータリークラブ
パスト会長 澤田 宗久 様
木村 忠夫会員紹介
私は国際歯科医療奉仕活動を毎年、年間３回
行っています、今年でバヌアツ共和国に３４年
間、そしてフィリピン共和国に２０年間と継続
しています。なぜ私がそこまで継続することが
できたのか、そのキーワードは「生かされし、我
が人生に感謝」です。
私が歯科大学の１回生の時、海での事故で、頸
椎脱臼骨折で生死をさまよいました。その時、神
の啓示を聞きました「お前はここで死んだらあ
かん、この世の中にやることがあるから生きろ」
と言われました。
自分が歯科医師となり、何か奉仕活動をしよ
うと考え、社団法人南太平洋協会に入り独立し
て間もないバヌアツ共和国に行かせて頂きまし
た。
１９９５年からは「南太平洋歯科医療を育て
る会」を設立し、２００３年にＮＰＯ法人ジャパ
ンデンタルミッション（ＪＤＭ）を設立致しまし
た。
ＪＤＭの活動の１番目は、バヌアツとフィリ
ピンでの毎年の歯の治療と予防、そして歯磨き
の啓蒙です。バヌアツは７月、フリピンは２月と
１１月に行きます。
２番目は文化交流です。日本と海外の学校の
絵画や工作などを交換し文化の違いを学び、物
だけでは無い友情の交流の懸け橋となっていま
す。

３番目は、生活の質向上の為の支援活動です。
歯ブラシや文房具、スポーツ用品、タオルなどを
関係者の皆様から沢山のご寄附を頂き、私達は
現地の小学校や子ども達に直接手渡していま
す。
４番目は、青少年育成を目的にメンバーの子
どもさんを中心にボランティアに参加を受け入
れています。最初は水道も電気もない生活に戸
惑いますが、参加した子ども達も自分の目的を
見つけどんどんと成長し、物に満たされる事が
幸せでは無い事を学びます。又、親の働く背中を
観て、殆どの子ども達の感想文には両親に対す
る感謝の気持ちが表現されています。
その他には、バヌアツの首都で学校の先生や
看護師などの専門職の方々を集めて、オーラル
ヘルスケアのレクチャーをしたり、１０年前か
ら日本の小学校（八尾市立竹渕小学校など）で出
前授業として奉仕と道徳の授業を学期ごとに受
け持っています。
ＪＤＭの最終目標はその国の人達の自立であ
ります。災害などで一時的に壊滅した地域では
献身的なサポートを惜しみません。
ボランティアには４つの原則があります。１、
自ら進んで行動する事。２、共に支え合い学ぶこ
と。３、見返りを求めない事。４、より良い社会
をつくること。この４つの原則がボランティア
活動の活力です。まさしく、ロータリーの精神と
似ています。
私の考えるボランティアと言うのは、ロータ
リーの「４つのテスト」を忠実に守って活動する
ことです。それには、行動力が伴わないとできま
せん。また、それに継続が必要です。
ロータリーではよく、I serve We serve と言
いますが、我々はみんなの為に、一人でやるので
はなく、みんなの気持ちが伝わってこそ、初めて
ロータリーの精神であると私は思います。
この「４つのテスト」を忠実に守って行動して
こそ、ロータリーの活動と言えるのではないで
しょうか。それが「人類愛」だと思います。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・蛍烏賊と青葱の酢味噌和え
・甘鯛の木の芽焼き 薩摩芋蜜煮 酢蓮根
・道明寺桜葉包み蒸し 花弁百合根
・鯛飯 香の物
・煮麺(にゅうめん)白魚と三つ葉の掻き揚げ
・三色団子 桜餅

－－ 春 の 家 族 会 －－

ご家族６名、会員１３名、米山奨学生１名、青
少年交換学生１名、事務局１名の合計２２名で、
４月２２日午前８時４５分にヒルトン大阪を出
発し甘樫丘へ向かいました。バス車内では万葉
集のビデオを鑑賞し、甘樫丘、橘寺では高岡市万
葉歴史館の館長である坂本信幸先生から説明を
受けながら明日香と万葉集の歴史を学びまし
た。
その後、奈良県立万葉文化館で展示物を見学
後、昼食会場の福寿館へ向かいました。昼食は福
寿館一押しの和牛しゃぶしゃぶに舌鼓を打ち皆
絶賛しておりました。
昼食が終わり、午後よりは日本最古の神社で
ある大神神社に参加者全員にて参拝を行いその
後帰路の時に付きました。天候も良く楽しい家
族会でした。
親睦活動委員会

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
5月第1例会のお知らせ
日 時：5月10日（水）
※5/3より移動です
【開 会】19：30
内 容：「大阪天満橋ロータリークラブ
RA委員長勝見さまによる卓話」
場所：錦城閣（通常例会場です。）
登録料：3,000円
登録締切：5月7日（日）

－－アフターインフォメーション－－

ローターアクトクラブと
ロータリークラブ
諸外国、特に南米では、ローターアク
ターからロータリアンになる比率が高い
そうですが、日本でもローターアクターが
ロータリアンになったという例はありま
す。
「ＲＡを提唱すると、お金がかかる」
「つ
くった後の維持が大変なのでは…」という
考えが、ロータリアンにあるようです。確
かに提唱ＲＣは、ＲＡＣが結成されたとき
に、ＲＩへ加盟金として米貨50ドルを納め
たり、地区レベルの研修会などが行われる
ときには、彼らの参加費用を負担しなけれ
ばなりません。しかし、ＲＡの会合に関す
る費用は、ＲＡ自身の責務で担われること
になっており、すべてをＲＣが負担する義
務はありません。
今日の若い人は、明日は地域社会の指導
者です。ＲＩが唱え続けているＲＡの意義
や、実際に素晴らしい活動を行っている、
若いＲＡの姿を思い起こし、ローターアク
トプログラムに参加してみてはいかがで
しょう。

４月２０日、アサヒスーパードライ梅田にお
いて今井会員、木川会員、坂東会員、廣畑会員に
対するアフターインフォメーションを開催しま
した。
ビアフレンドの会とも併せての会合にさせて
いただき、２０名を超える皆様にお集まりいた
だき、和気藹々の中で忌憚の無い意見交換がで
きました。
最後は、仲西会員の掛け声のもと、万歳三唱で
力強く締めることができました。
会員強化委員会

友と呼べるのは

信じ合っているから

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

一、友と呼べるのは

ねがいが同じだから

大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

友と呼べるのは

世界を作るために

しごとは違って も

平和で暖かい

世界を作るために

一人一人の

平和で暖かい

許し合っているから

ロータリークラブ

二、友と呼べるのは

のぞみが同じだから

おおロータリー

友と呼べるのは

時間は違っても

世界に満たすために

一人一人の

奉仕の理想を

世界に満たすために

ロータリークラブ

奉仕の理想を

おおロータリー

