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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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青 少 年 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2383回）
友と呼べるのは
「美味しい話 ＰＡＲＴ４ 」
中村 修 会員
４）6月度定例理事会（新旧合同）

☆☆ ５月度の結婚記念日 ☆☆
宮里 修一
寺杣 晃一
衣斐 孝雄

＊＊

坂東 信幸
田邉 三郎

山本 喬一
坂本 一民
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週の例会日の夜はNO.３・４テーブル情報集
会が備後町の吉寅（江戸前鰻）のお店で開催され
ました。ゴールデンウイーク後の疲れを取り、残
り一ヶ月半のラストスパートを駆けろとのご配
慮で美味しい鰻を十分満喫させて頂き、身体も
元気になった気が致します。テーブルマスター
の中村健輔会員、木川武利会員に感謝です。
５月１３日（土）は恒例の社会奉仕委員会行事
の一環であります児童院の２３名の子供達への
BBQ大会を開催、１０数名のロータリアンと谷会
長はじめRACのメンバーに参加頂きました。生憎
前夜からの雨で屋外ではなく、已む無くベラン
ダにてロータリアン有志とRACが料理をして、食
堂にての食事となりました。身近で焼いている
のを見れませんでしたが、子供達の間にロータ
リアンが座って子供達とのコミュニケーション
が取れてお互い親近感を覚えた感じがして、こ
れはこれで良かったと思いました。デザートで
は仲西副委員長の斬新なパフォーマンスでドラ
イアイスを気化して煙幕を作り、その下にお菓
子やアイスキャンデーを置いて子供達が取りに

次週（６月１日）のお知らせ
１）例 会 （2384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
「 喜寿になりました 雑談 」
溝手 悟 会員
行き、最後はビンゴゲームに夢中になって景品
をゲットしては嬉々としている子供達を見て、
是非この事業は継続して欲しいと思いました。
山田社会奉仕委員長はじめ社会奉仕委員会の皆
様、RACの皆様お世話になり有難う御座いました。
５月１６日（火）は同じく社会奉仕委員会担当
の北区老人会１１５人程を天満天神繁昌亭への
招待会が執り行われました。９時半開場にも拘
わらず多くの人が朝早くから列を作って並んで
られるのを見て、凄く楽しみにされているのだ
なぁと痛感致しました。山田委員長、箕村幹事お
疲れ様でした。
１.公益財団法人 ロータリー日本財団より井戸
幹雄会員・金田五郎会員・木村忠夫会員・岸本
良一会員・中村健輔会員にマルチプル・ポール・
ハリス・フェロー・ピン、が届いておりますの
で後程お渡し致します。
２.公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り寺杣晃一会員に第1回米山功労者の感謝状、
中村健輔会員・高良尚志会員・安田義治会員に
米山功労者マルチプルの感謝状が届いており
ますので後程お渡し致します。なお、3月10日に
逝去されました小寺一矢元会員に米山功労者
マルチプルの感謝状が届いておりますので後
日ご遺族にお渡し致します。
残念なことですが、大阪中之島ＲＣの井戸本会
長エレクトが5月17日に急逝されたとの報告があ
りました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

☆☆ 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

☆☆

２名
０名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
42名(50名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
8名

幹 事 報 告

☆☆

①「2017-18年度 ロータリー手帳」を必要とご
返事を頂いておりました方々にお配りしてお
ります。
②理事・役員・委員長に「2016－2017年度 活動報
告書提出のお願い」を配布させていただいて
おります。活動報告書をご提出いただけます
委員会から随時ご提出をお願いいたします。
③次年度委員長におかれましては早々に事業計
画案（計画書原稿）をご提出頂きます様お願い
いたします。
④№2.5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。
⑤次週例会終了後6月度定例理事会（新旧合同）
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

社会奉仕委員会の皆様 5/13の児童院 5/16の天
満天神繁昌亭ご苦労様でした。
石田 道夫
河田先生 卓話楽しみです。
石田 道夫
河田先生、本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
在籍表彰自祝
中島 清治
結婚記念日、カーネーション有難うございまし
た。
寺杣 晃一
８ヵ年在籍自祝
中野 格
７ヵ年在籍表彰自祝
中村 修
在籍表彰自祝
箕村 保
在籍表彰自祝
仲西 良浩
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
髙松 貞彦
６ヵ月皆出席自祝
柳澤 興平
川原さん、寺杣さんいつも有難うございます。
箕村 保
平成２９年5月18日 合計金
49,000円
累計金 2,737,000円

☆☆ 先週（5 月 18 日）の卓話

☆☆

「新入生が受ける最初で最後の私の講義」
～なぜ大学で勉強するのか～
河田 惠昭 会員
大学に入学した新入生は、それまでの目標が
大学に合格することであったから、安心してし

）内は会員総数を基準とした値

5月18日の出席率
84.00％
5週間前（4月20日）の
メークアップを含む出席率 84.91％
メークアップ実施会員
4名（欠席者11名)
まい、人生設計するという大切な問題の存在を
忘れがちである。大学で学ぶことは、知識を増や
すことが目的ではない。自らの力で、自分の人生
をデザインするために、賢くなることが目的で
ある。それには4年間の大学生活でも不十分であ
ることが欧米先進国の賢者の常識であり、多く
は大学院修士・博士課程に進学する。たとえば、
欧米の一流企業では幹部がMBAや修士号や博士号
を持っていることが常識であり、だからグロー
バルな経済環境で生き残ることが可能となるの
である。なぜなら、私たちは多くのチャンスに遭
遇するが、それをチャンスと判断できる能力が
なければ、チャンスは去ってしまう。チャンスと
判断して勇気をもって挑戦し、成功することが、
人生にとって最も大事な姿勢である。これを実
行するためには大学で講義に出席し、学んで賢
くならなければならない。そして、さらに大学院
で研究を経験すると、人生に関係しない研究
テーマであっても、新しい可能性が大きくなる
ことに気がつくはずだ。
－－北区老人会の天満天神繁昌亭への招待－－

５月１６日に今期社会奉仕事業の最後の事業
である大阪北区老人クラブ連合会の皆さんを当
クラブの恒例の事業である、天満天神繁昌亭へ
の招待をおこないました。
朝早くの席にもかかわらず、老人会の皆さん
117名に来て頂き、一番、笑福亭仁昇・笑福亭智之
介・はやしや香穂の落語解説、お囃子紹介後、笑
福亭智之介、仁昇さんの落語を聞いて朝から大
笑いして頂きました。短い時間でしたが、老人会
の皆さんには楽しんで貰えたと思います。
北区老人会の八十島会長より、お礼の言葉と
感謝の言葉をいただきました。
社会奉仕委員会

小寺一矢パスト会長を偲ぶ会
５月２２日、ヒルトン大阪飛鳥の間に於いて
ご遺族にも参加いただき故人を偲ぶ会が開催さ
れました。当クラブ会員の他、上原洋允元会員や
大阪正論関係者ほか交友のあった方にも参加い
ただき、故人との貴重な思い出などが披露され、
故人の真っ直ぐでぶれがなく、多くの人から愛
された人生を彷彿とさせる会でした。

「我が友、故小寺 一矢君を偲ぶ」
橋 本 守 之
今は亡き小寺一矢君に、
謹んで追悼の言葉を申し
上げます。
光陰矢の如し、月日の経つのは早いもので、去る
３月１０日、君は大阪天満橋ロータリークラブの私
や仲間たちの前から、忽然と黄泉の世界へと旅立っ
て逝かれました。君と私は、関西大学法学部出身と
いうことで親しくなり、私が君より４年先輩にはな
るが、色んな事で助言してもらったことは本当に有
難かった。今になってひしひしと感じ、感謝の気持
ちでいっぱいです。
私たち大阪天満橋ロータリークラブは今年１２
月７日に創立５０周年を迎える筋目の年にあたり
ます。それに伴い、昨年の１０月から５０周年記念
事業実行委員会を立ち上げ、井戸実行委員長を中心
として、夫々の会員が役割分担しつつ準備を進めて
おります。この記念すべき重要な年に、私が会長を
拝命し、君が副会長として、私をサポートしてくれ
るはずであったのに・・・誠に残念で、痛恨の極み
であります。
私たち大阪天満橋ロータリークラブのクラブソ
ング『友と呼べるのは』の歌詞にある、友と呼べる
のは信じあっているから、願いが同じだから、許し
合っているから、望みが同じだから・・・・この歌
詞の通り、きみとは本当に心から敬愛する友であっ
た。３年前にお亡くなりになった君の奥様と、私達
夫婦と共にコンサートや食事に行った事など、君と
の思いでは尽きることがありません。
名前の通り、真っ直ぐな１本筋金の通った人柄
や、人生をこよなく愛し、日本人としての誇りを持
ち続け、日本の国を愛した小寺一矢君、長年のご厚
誼、本当にありがとう！
最後に、芥川龍之介の死を悼み、菊池寛が贈った
一文を君に贈りたい。
友よ安らかに眠れ、我らまた微力を致し、君が眠
りのいやが上に安らかならんことを努むべし、ただ
しょうじょう

悲しきは君去りて我らが身辺、とみに蕭 条たるを
如何せん。
合掌

「小寺 一矢先生を偲び」
福 原 哲 晃
小寺さんが急逝されてからふた月半が過ぎました
が、未だ亡くなられたことに納得できず、例会場で小
寺さんの姿を探している自分に思わず気づく時があ
ります。
小寺さんとのお付き合いは、私が大阪弁護士会に
入会してからですから、40年になります。大阪天満橋
ロータリークラブにお誘いいただいたのも小寺さん
でした。皆さんもご承知のとおり、小寺さんは裏表の
ない、まさに「一矢」という名前のとおり真っすぐに
本音を語り、筋を通される方でした。
大阪弁護士会の中の「法友倶楽部」という親睦会派
でも、小寺さんとは40年間共に過ごしましたが、小寺
さんが若手弁護士の時代から、居並ぶ先輩弁護士に対
して臆せず
「本音」
で直言し、
議論される姿が今もはっ
きりと目に焼き付いております。まさに「青年将校」
を彷彿させるものでしたね。小寺さんの姿勢、立つ位
置は、私が接する限り、その頃から全くぶれることが
ありませんでした。
そして、2014～2015年度会長当時の例会での会長挨
拶も、まさに1年間を通して小寺さんならではの「小寺
節」で、時にハラハラすることもありましたが、聞か
れた皆さんには楽しく印象に残ったのではないで
しょうか。
私も小寺さんとは歴史観や憲法観等で意見をぶつ
け合い、若気の至りで何度も大声で論争したことがあ
りますが、その懐に入りますと、とても優しく、誰に
も思いやりがあり、頼りになる人でした。本当に細や
かな気配りができる人で、筆まめで・・・。思想、信
条を超えて、その裏表のない人柄に皆魅了されたので
はないでしょうか。小寺さんの通夜、告別式にあのよ
うに実に多くの方々が参列されたのも、小寺さんの生
きられた生涯の証として了解いたしました。
小寺さんを失った喪失感は、暫くは癒えないと思
いますが、創立50周年を迎え、橋本会長を副会長とし
て支えたいと切に言っておられた小寺さんの遺志を、
皆さんとともに叶え、霊前に報告したいと心から思っ
ております。今は極楽浄土で、先に逝かれた妹さんと
奥様とさぞ楽しく過ごしておられることでしょう。
合掌

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
6月第1例会のお知らせ

国際ロータリーのテーマとは
国際ロータリー（ＲＩ）のテーマとは、
Ｒ Ｉ 会 長 か ら、毎 年 発 表 さ れ る ロ ー タ
リー・メッセージのことです。このテーマ
は、ロータリー年度を通じて、奉仕の実践
に最も重要なものです。
テーマは、会長の抱負を端的に物語ると
ともに、そのロータリー年度の進路を示す
ものでもあります。
ＲＩ会長は、在職年度中に国際ロータ
リーで順守する適切なテーマを選ぶこと
ができますし、選ぶように奨励されていま
す。
先輩会員の中には、ＲＩ会長のテーマと
かターゲットといわれる方もいらっしゃ
ると思います。以前、そのような呼び方を
していたころがあったからです。

日 時：6月7日（水）
【開 会】19：30
内 容：次年度理事会による
2
017-2018年度の方針発表」
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：6月2日（金）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
6月第2例会（最終例会）のお知らせ
日 時：6月28日（水） ※6月21日より移動
【開 会】19：30
内 容：2016-2017年度
各員会ごとによる活動報告」
場 所：錦城閣（通常例会場です。）
登録料：8,000円
登録先：幹事 小城ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：6月16日（金）

会員の義務
例会の出席 ロータリーは、まず「例会
出席から」といわれています。標準ロータ
リークラブ定款第８条に、出席に関して書
かれていますが、その第１節には、「各会
員は本クラブの例会に出席するべきもの
とする。（後略）」とあります。
例会への出席は、ロータリークラブの会
員の義務の一つになっていて、基本的に週
1 回開催されます。やむを得ない事情によ
り、欠席をした場合は、その例会の前後14
日以内にほかのロータリークラブの例会
やそのほかロータリークラブ定款に定め
られている、他の会合に出席することに
よって、欠席をメークアップすることがで
きます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ミネストローネスープ、バジルペースト添え
ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレラ
チーズ添え、トマトデミグラスソース
フロマージュブランムースとメロンのスープ
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

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

