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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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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

次週（１０月６日）のお知らせ
１）例

（2354回）
旅愁
「新入会員自己紹介」
宮里

修一

会員

柳澤

興平

会員

会

（2355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
米山月間記念卓話
「私の学生時代」
米山奨学生

４）10月度定例理事会

＊＊

先々週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週の福井会員の卓話を拝聴して、戦後生ま
れのものにとって戦争がどれ程悲惨で酷いもの
かを教わり、戦後に生まれての幸せを再認識致
しました。又、５０年近くの当クラブの歴史もお
聞きし、万博会場での例会も懐かしくお聞きし
ました。これは私が参加したのではなく３５周
年の時に写真で見せて頂いたからです。
当日夜は第十二回目の「小唄の会」が大乃やで
開催され、当クラブからは五名と少なく師匠の
指導している援軍も参加して頂いての会となり
ましたが、会員有志が応援に駆け付けて頂き盛
会となり、応援の皆様からは“皆上達したなー”
とお世辞とも取れる嬉しいお言葉を頂きまし
た。
９月９日（金）井戸５０周年実行委員長、永田
国際奉仕委員長と私とで、大阪天満宮の寺井宮
司を訪問し５０周年記念事業についての打ち合
わせを行い、雅楽（６人演奏）“越天楽”ともう
一曲演奏予定で所要時間約１０分程、神楽（２人
舞）で５分程度で赤い欄干は四条畷神社（寺井宮
司兼務）にて準備するとのこと。天満宮境内に寄
贈予定の国旗掲揚台の設置場所及びポールの高
さについては後日ご返答頂けます。その他事業

馮

茜

様

米山奨学委員会

に関わる貴重なご意見も頂戴致しました。
１４日（水）はRACの例会が錦城閣で開催され、
泉パストガバナー、地区RAC委員長が訪問されま
した。当クラブよりは高良副会長、箕村幹事、勝
見青少年奉仕委員長と私４名が参加。当日は専
門知識開発委員会の担当で「友達の増やし方」～
交友を広げるコミュニケーションのコツ～と題
しての卓話がありました。
泉パストガバナーからは天満音楽祭のイン
フォメーションがあり、泉氏自身も３年ほど前
からドラムを習い始めて今回ドラマーとして参
加されるそうです。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「三世代クラブ合同社会奉仕事業のご案内」・
「三世代クラブ合同例会のご案内」を本日お
配りしております。本年度は当クラブがホス
トを努めますので多数のご参加をお願いいた
します。
②秋の家族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。
③本日皆様に青少年交換委員会より近況と写真
を配布させて居りますので、お目通しの程よ
ろしくお願いいたします。次々週例会に初め
てコリーナちゃんが参りますので、多数ご出
席ください。

☆☆ 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
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
43名(54名)
22名
11名

④「2016-17年度 地区大会」登録申込書を事務
局にご提出お願いいたします。
⑤次々週例会終了後「10月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させていただいてお
りますので関係各位宜しくお願いいたしま
す。
⑥次週9月22日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、
事務局は20日・21日もお休みさせて頂きますの
でよろしくお願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

山本博史さんの卓話をお楽しみ下さい。
寺内 清視
山本博史様本日は卓話宜しくお願い申し上げま
す。
石田 道夫
山本博史さんの来訪と卓話ありがとうございま
す。
在本 茂
山本博史さん！お元気で何よりです。本日の卓
話楽しみにして居ります。
川原 和彦
30回目の結婚記念日自祝。
梅本 知秀
結婚記念日自祝
中村 修
やっと病院から戻って参りました。「ﾘﾊﾋﾞﾘ」、
「社会復帰」決意の元に杖なしになり元気にな
りました。感謝いたします。
二宮 秀造
二宮会員お元気そうでなによりです。
石田 道夫
二宮会員無事復活おめでとうございます。
井戸 幹雄
衣斐様大変お世話になりました。 岸本 良一
橋本大先輩いつもお世話になりありがとうござ
います。
川原 和彦
平成28年9月15日

合計金

62,000円

累計金

904,000円

☆☆ 先々週（9 月 15 日）の卓話 ☆☆
「野球人生から学び培った“人脈の積み立
て定期預金”の貯め方 ～ 人生いろい
ろ、基本なくしてファインプレーなし」
山本企画 代表 山本 博史様
寺内 清視会員紹介
私、山本博史は、平成２５年１２月まで大阪大
手前ロータリークラブに所属していまして、創
立３０周年時には、会長職を拝命させていただ
きました。大阪大手前ロータリークラブ創立３

）内は会員総数を基準とした値

9月15日の出席率
79.63％
5週間前（8月25日）の
メークアップを含む出席率 89.29％
メークアップ実施会員
3名（欠席者9名)
０周年の行事には、大阪天満橋ロータリークラ
ブ様に大変お世話になり有難うございました。
特に、同年度の川原会長様、永田幹事様には、親
身になってご支援をいただき、この席をお借り
まして厚く御礼申し上げます。親子、姉妹三クラ
ブを記念しての植樹（桜の苗木）３本も大阪大手
前の例会場である帝国ホテル大阪の正面玄関左
側に立派に育っています。
さて、私事ですが、出身地は旧南海ホークスの
合宿所と野球場があった南海高野線の中百舌鳥
です。実家は、中百舌鳥駅前でお菓子屋を経営し
ていましたので南海ホークスの選手がよく店に
来ていただき自然と野球をする環境で育ちまし
た。中学から野球を始めて高校は野球の名門 興
国高校に入学。高校卒業時に南海ホークスにス
カウトされたが、大学へ進学。大学は当時の南海
ホークスの鶴岡監督のご紹介で法政大学に入
学。大学３年の秋に肩を壊し大学卒業後、本格的
な野球の道を断念しました。しかし、軟式野球で
はあるが、就職した会社で野球、大阪ＪＣで野
球、そしてロータリークラブでも野球、さらには
母校の興国高校でコーチをしました。こうした
こと経験が社会人として非常に役に立っていま
す。大学時代に挫折を味わいましたが、野球で学
んだ事を自分なりに生かしたお陰で悔いのない
人生を送る事が出来たと今では感謝しておりま
す。
野球で学んだことは、以下のとおりです。
一、勝負は下駄を履くまでわからない。もう
勝ったと油断をした所為で逆転されて負
け試合になる。
一、ピンチの裏にチャンスがあり。勝負を諦め
ないことが大事。
一、上手くなりたかったら上手い先輩のプレ
イを盗むこと。そして先輩に可愛がられ
る後輩になる。
一、叱られたら気持ちよく反省をする。そして
その内容を次に生かすこと。
一、チームメイトが活躍したら素直に誉める、
皆の応援がまた自分の力にもなる。
一、目標をしっかり持って、ブレないで努力す
ること。諦めたら終わり。前向きに努力す
れ ば必ず達成出来る。

－－ 小 唄 の 会 －－
９月８日(木)１７時より天満橋の大乃やに於
いて、第１２回小唄の会が開催されました。
当日は当クラブの他、龍田派門下岸和田、堀江
の会の皆様にもご出席を頂き師匠、名取を含め
１２名による小唄二題、二十三唄が演唱披露さ
れ、その後、鑑賞の方とともに食事懇親会という
盛況な会となりました。
爪弾三味線の音色とともに短い唄の中で技巧
的に表現される、遊里、慕情、芝居ものなど清元
お葉の世界はまるで夢のようであったと、鑑賞
の会員の方にも概ね好評。
主宰の井戸会員よる講評があり、次回各人さ
らなる精進をし、よりよい披露の会とさせて頂
きますので鑑賞の会員の皆様には今後とも御贔
屓にと中締め散会となりました。

一、絶体絶命のピンチでも逃げない気持ちで
向かっていけば道が開ける。
一、チームワークを大切に、そして明るく楽し
くプレイをすれば結果がついてくる。
一、支えてくれる全ての人々に感謝をするこ
と。大きな力と勇気が湧いてくる。
一、大きな声を出すことで皆が積極的な行動
をとり、勝利をつかむことが出来る。
これらを日々、自らの人生十訓にして毎日を
過ごし、“人脈の積み立て定期預金”をしており
ます。
以上、大先輩の皆様に厚かましく上から目線
で話をしまして申し訳ございませんでした。
反省

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
10月第1例会のお知らせ
日 時：10月2日（日）(10/5より移動)
【集合時間】8：00
内 容：「関西大学RACと合同での
天満音楽祭のお手伝い」
集合場所：OAPタワー一階
登録料：なし
登録先：幹事 小城ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677

10月第2例会のお知らせ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

日 時：10月19日（水）
【開 会】19：30
内 容：「台北陽明RACについて」
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：10月14日（金）

・シーフード、茄子と柿のゼリー、ポテトと
リークのピューレとアブルーガ添え
・鶏腿肉のソテー、アラビアータソース、
ポレンタのフライ、スナップピース
・白ワインのサバイヨンムース、梨のサラダ
と酢橘のゼリー
・コーヒー又は、紅茶
・バゲット、ソフトロールとバター

旅愁

作詞 犬童 球渓
作曲 オ ー ド ウ ェ イ

ふけゆく秋の夜 旅の空の

わびしき思いに ひとり悩む

ふるさと

恋しや故郷 なつかし父母

さ と

夢路にたどるは故郷の家路

ふけゆく秋の夜 旅の空の

わびしき思いに ひとり悩む

日本のロータリーの歩み
1920 日本最初のロータリークラブとして、東京ロータリークラブが誕生。
1923 関東大震災に対し、国際ロータリーならびに海外のクラブから多額の見舞金が届く。
1926 大阪で第１回日本ロータリークラブ連合懇親会が開催される。
1928 日本に第70 区設定（満州を含む）、初代ガバナーに米山梅吉氏が就任する。
1929

京都で、第１回第70 区大会が開催される。

1935 ポール・ハリス夫妻が、1934 － 35 年度ロバート・ヒル国際ロータリー会長とともに来
日する。
1940 臨時総会で、国際ロータリー脱退を決議。
1946 米山梅吉氏、福島喜三次氏逝去。
1949 ジョージ・ミーンズ事務総長来日。日本の国際ロータリー復帰が承認される。
1951 海外からのロータリー財団奨学生第１号ビュートー君が、東京大学に入学。
1952 ７月から第60 区を分割。第60 区と第61 区の２地区となる。
1953 『ロータリーの友』が創刊。
1961

東京国際大会が開催され、参加74 か国、２万3,366 人を数え、新記録をつくる。

1968

7 月、東ヶ崎潔氏が国際ロータリー会長に就任する。

1978 東京国際大会が開催され、参加国95 か国、3万9,834 人を数え、新記録をつくる。
1980 『ロータリーの友』が、公式地域雑誌に指定される。
1981 国際ロータリー事務局日本支局（現国際ロータリー日本事務局）が開設される。
1982 ７月、向笠廣次氏が、国際ロータリー会長に就任する。
1986 日本の会員数が10 万人を突破する。
1988 広島で第4 回ロータリー平和会議が開催される。
1989 女性会員の入会が認められる。第2500 地区・北海道清水（現、清水ＲＣ）に日本初の女
性会員が入会する。
1995 阪神・淡路大震災が起こり、国内外から多くの救援物資が届く。
1996 元ロータリー財団親善奨学生の緒方貞子氏が、ロータリー国際理解賞を受賞する。
2002 平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー・センターが、国際
基督教大学に設立される。
2004 日本で３回目の国際大会が、大阪で開催される。

