OSAKA-TEMMABASHI

ロータリーの先駆者<日本編>
福島喜三次（ふくしま
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きそじ）（1881～1946）

第2660地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日

日本人第1号のロータリアン。そして、ロータリークラ
ブを米山梅吉に紹介し、彼とともに日本にロータリークラ
ブを創設した人。佐賀県の有田出身。
三井物産に勤め、1905年渡米、1915年にダラスＲＣに入
会。1920年帰国し東京ＲＣ創立会員になったものの、大阪
転勤により1923年、大阪ＲＣ創立会員ともなりました。こ
の年に関東大震災が発生、彼はクラブ幹事として、世界の
各クラブからの救援物資を東京へ輸送するなど、大活躍し
ました。
大 変 誠 実 な 人 と し て 知 ら れ、座 右 の 銘 は「利 他 即 自
利」。

事務局 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ﾋﾞル11階
例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F
会 長 石田 道夫
幹 事 箕村 保
広報委員長 中村 健輔
事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111
E-mail:temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp http://temmabashirc.xsrv.jp

＜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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手島

１）例

会

きの、1949－51年度第60区（当時は日本全土で1地区を形
成）のガバナー。
あふれる国際性と洗練された物腰をもつ彼は、戦後、日
本ロータリーが再出発したときの、大きなけん引役となり
ました。
かつて、ＲＩの日本語翻訳決定権は彼に委譲されてお
り、「四つのテスト（The Four-Way Test）」の翻訳をと
りまとめ、定訳をつけたことでも知られています。

ＮＯ．２３４９

次週（８月２５日）のお知らせ

２）ソング
話

１）例

（2349回）
「私にとって日本で働くこと」
グエン・グエン・カン
喬一

会

２）ソング

ロータリー讃歌

山本

員。1949年、東京ＲＣが戦後国際ロータリーに復帰したと

２０１６

☆☆ 今日のプログラム ☆☆

在日ベトナム人

1952－54年度ＲＩ理事（日本人で3人目）。東京ＲＣ会

１８

会員増強・新クラブ結成推進月間

３）卓

ロータリーの先駆者<日本編>
知健（てしま ともたけ）（1885～1968）

2016-2017年度RIテーマ

３）卓

話

（2350回）
ビューティフル
「私の存在価値」
田邉

様

会員紹介

☆☆ ８月度の在籍表彰 ☆☆
13ヵ年 北村 修久 13ヵ年 西井 幾雄
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

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

一、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

二、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

来週８月１１日は今年から「山の日」として祝
日になり、次週例会はお休みとなります。元々は
８月１１日ではなく全国で山開きが行われる６
月の第一日曜にしようとしたのですが、祝日が
日曜日なんて変なので、お盆に合わせようと８
月１２日が良いのでは？との意見も出ました
が、その日はJAL１２３便が群馬県の御巣鷹山に
墜落した日なので、遺族の方々に配慮して避け
られ、８月１１日に決まったとのことです。
先週例会は郡悦清ガバナー補佐、中島進治ガ
バナー補佐エレクト訪問で、午前１１：３０分
より当クラブ理事会メンバーと懇談会にて意見
交換。当クラブの事業計画書を基に各事業内容
及び同好会の内容も説明致しました。郡ガバ
ナー補佐からは再来年に行われるI・M編成のお話
を頂きました。
当日夜には、久々に髙橋俊起会員・森本成俊会
員・宮里修一会員・柳澤興平会員の４名の会員へ
のアフターインフォメーションが今橋の「光林
坊」にて開催され、多くのパスト会長にもご参加
頂き和やかな一時を過ごさせて頂きました。４
会員とも１年前後で十分にクラブに溶け込んで

サンデー

三郎

会員

４）9月度定例理事会
馴染んで頂いており、本当に嬉しい限りです。
昨日はRACの例会があり、先日入会の廣畑さん
が早速に参加して下さり積極的なメーキャップ
に感激致しました。例会は社会奉仕委員会の担
当にて児童養護施設についての話で、当クラブ
が行っております児童院についても認識を深め
ることが出来ました。
また一名が新しくメンバーとなってくれ勝見
委員長の下益々充実して行ってる姿を逞しく思
います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①公益財団法人ロータリー日本財団より平成28
年1月1日から6月末日までの「確定申告用寄付
金領収証」・「税額控除の証明書」（領収書の
裏面に印刷）が届きましたのでポストにお配
りしております。「寄付者の皆様へ」もご一緒
にお配りしていますので内容のご確認をお願
いいたします。なお、領収書の再発行はできま
せんので確定申告時まで大切に保管して頂き
ます様にお願いいたします。
②「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて8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。
③ロータリー財団奨学生募集のポスターを掲示
しております。
④新入会員歓迎会のご案内を本日お配りしてお
ります。多数のご参加をお願いいたします。

☆☆ 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
41名(51名)
22名
10名

⑤№1・5・6テーブル情報集会のご案内を本日お
配りしております。№2・4テーブル情報集会
共々出欠のご返事をお願いいたします。
⑥「2016-17年度青年功績賞授与式（大阪府）」出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
⑦「2017年ロータリー国際大会（アトランタ大
会）」出欠のご返事を事務局までお願いいたし
ます。
⑧「三世代クラブ有志一同懇親会」出欠のご返
事を事務局までお願いいたします。
⑨第37回大輪ゴルフ会の出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
⑩「2016-17年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑪次々週8月11日（木）は定款により休会にさせ
て頂きます。事務局もお休みさせて頂きます。
なお、事務局のお盆休みは8月12日（金）～8月
15日（月）までです。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いします！
会員強化委員会
傘寿自祝
重里 國麿
誕生日自祝
寺杣 晃一
寺杣会員誕生日おめでとうございます
中川 政照
重里会員 傘寿おめでとうございます。
石田 道夫
重里会員 傘寿を迎えられおめでとうございま
す
坂本 一民
重里さん 傘寿、おめでとうございます。
井戸 幹雄
重里会員傘寿を迎えられおめでとうございます
今後も健康で頑張って下さい
橋本 守之
重里 國麿会員 傘寿の祝を向えられ お目出
とうございます
南川 和茂
重里さん、傘寿おめでとうございます。
福原 哲晃
重里 國麿会員 傘寿を向えられお目出とうご
ざいます
中川 政照
重里会員の傘寿おめでとうございます。
中村 健輔
重里会員 傘寿おめでとうございます
在本 茂

）内は会員総数を基準とした値

8月4日の出席率
80.39％
5週間前（7月14日）の
メークアップを含む出席率 89.09％
メークアップ実施会員
2名（欠席者8名)
重里さん、傘寿おめでとうございます。度々の
試練をのりこえられました。
小寺 一矢
重里会員の傘寿おめでとうございます。
山本 喬一
傘寿おめでとうございます。
溝手 悟
重里会員の傘寿をお祝いして
高良 尚志
重里会員の傘寿をお祝いして。
大矢 平治
重里さん傘寿おめでとうございます。会長、幹
事から16年経ちました。
髙田 肇
重里会員の傘寿をお祝いして。
寺内 清視
重里 國麿会員 傘寿を向えおめでとうございま
す。
鍬田 充生
重里会員の傘寿をお祝いして
中島 清治
重里 國麿会員、傘寿のお祝いを迎えられ、お
めでとうございます。
箕村 保
重里会員 傘寿をお迎えられ おめでとうござい
ます。
寺杣 晃一
重里会員の傘寿おめでとうございます
中村 修
暑中のあつさに負けないように
西井 幾雄
廣畑会員 昨日ＲＡＣ例会御参加に感謝！
石田 道夫
早退のおわび
福原 哲晃
本日もたくさんのニコニコ有難うございます。
ＳＡＡ一同
平成28年8月4日
合計金
75,000円
累計金

ただくようにしました。
会員の皆様に、必ず入会させたい人物のお名
前やお仕事などの所属を紙に書いてもらい、そ
の人物の特長やお仕事関係からどのような勧誘
が可能かについてテーブルの中でそれぞれに意
見を出してもらうようにしました。

８月４日（木）１８時よりNo.２・４テーブル
情報集会が北新地「圓石本店」にて、石田会長を
はじめ会員１３名の参加で開催されました。
テーブルマスターの進行のもと石田会長のご挨
拶に続き、郡ガバナー補佐のレクチャー及び乾
杯のご発声で開会され、会員増強や５０周年事
業について盛況に語らった後、橋本会長エレク
トのご挨拶でお開きとなりました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第２例会のお知らせ

605,000円

☆☆ 先週（8 月 4 日）の卓話 ☆☆

－－アフターインフォメーション開催－－

会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
「会員拡充に向けて―具体的な道程ー」
会員強化委員会
本日の例会では、会員増強について、会員の皆
様お一人お一人に意識を持っていただいて、会
員お一人が必ず一人の増強をしてもらうという
前提で、その具体的な方法やスケジュール等に
ついてテーブル毎に議論してもらいました。
また、テーブルについても、入会５年目までの
若手会員のテーブルとそれ以外の会員のテーブ
ルに分かれていただき、若手会員のテーブルで
はその交友関係を中心に、それ以外の会員の
テーブルでは一度当クラブを離れた方も再度入
会してもらえないかという視点も含めて議論い

クラブに対する感想等をお話しいただき、逆に
山本直前会長から皆さんに対してロータリーク
ラブに対する心構えを改めてアドバイスいただ
きました。
また、参加いただいた方々からも、既に４名の
会員の皆さんが当クラブに無くてはならない存
在になっていることを話していただき、終始和
やかな雰囲気の中で、親睦を深めることができ
ました。
－－No.２・４テーブル情報集会－－

日 時：8月24日（水）(8月17日より移動)
【開 会】19：30
内 容：「まりなちゃんによる留学の話」
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：8月19日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
平成２８年７月２８日（木）１８時より、「光
林坊」におきまして、入会後のアフターインフォ
メーションを４名の会員（髙橋俊起さん、森本成
俊さん、宮里修一さん、柳澤興平さん）を対象に
して開催されました。
４名の会員の皆さんから、それぞれ入会後の

ガスパッチョ、アンダルシア風
鶏と豆腐のハンバーグ、椎茸入り照焼きソース、
スティームポテト、人参、スナップピース、
ベビーコーン
杏仁パンナコッタ、スイカのゼリー添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

