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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

ＮＯＶＥＭＢＥＲ

２

２０１７

ＮＯ．２４０４

ロータリ財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（１１月９日）のお知らせ

１）例 会 （2405回）
１）国旗掲揚台奉納記念例会（2404回）
２）ソング
それでこそロータリー
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓 話
「緒方洪庵の主な足跡」
３）ソング
君が代・奉仕の理想
一般財団法人 緒方洪庵記念財団
４）記念講話 「天満天神裏の笑いの風土」
専務理事・事務長 川上 潤様
大阪天満宮文化研究所研究員
重里 國麿会員紹介
大阪大学招聘教授 高島 幸次 様
50周年記念事業実行委員会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、南川 和茂会員の紹介で、神戸
大学大学院法学研究科教授 簑原 俊洋様の卓
話で「国際政治の秩序移行期における安全保障
リスクとトランプ政権の今後」という内容でお
話をして頂きます。ご清聴下さい。
例会終了後ヒルトン4階にて11月度定例理事
会が開催されます。
先週１０月１９日（木）午後６時から、５番・
７番テーブル情報集会がリーガロイヤルホテル
２８階「サファイア」の間で開催され、１２名の
メンバーが参加致しました。大変美味な和懐石
の料理を味わいながら、楽しい時間を過ごしま
した。お世話して頂きました山本 喬一、勝見 茂
両テーブルマスター、中川 政照会員には御礼申
し上げます。
１０月２１日（土）は、私達大阪天満橋RCと三
世代である、
中之島RCの創立２５周年記念式典が
太閤園で盛大に開催されました。２６６０地区
片山ガバナーはじめ、地区のパストガバナー役
員や、
同じ三世代の大手前RCからも多数の方々が
出席され、
私達天満橋RCからは１４名のメンバー
が出席致しました。そして昨日早速、大阪中之島
RC村橋会長より、
ご丁寧なお礼状を頂戴致しまし
た。
１０月２４日（火）は、当クラブゴルフ同好会
の第２回橋本会長杯が宝塚ゴルフ倶楽部で開催
され、１３名のメンバーが参加致しました。台風
一過で天候に恵まれ、プレーの方も活気溢れる
楽しい一日でした。プレー終了後には、旧コース

インコース前の和食堂で、豪勢な松茸とすき焼
きのパーティーが行われました。旬である貴重
な松茸に舌鼓を打ちつつ、お腹いっぱいご馳走
を頂き、大満足のひとときでした。ゴルフの優勝
者は、田邉 三郎会員でした。おめでとうござい
ました。
公益財団法人 ロータリー日本財団より御木
威会員・寺杣晃一会員にポール・ハリス・フェ
ロー・ピンと認証状が、福原哲晃会員・松宮清隆
会員・西浦司会員・高良尚志会員・安田義治会員
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。
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り平尾彰彦会員・田邉三郎会員に第1回米山功労
者の感謝状、北村修久会員・二宮秀造会員・末澤
正大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。
本日、指名委員会が開催され、クラブ細則第1
条第1節（２）に基づき2018-19年度の理事・役員
9名の候補者の指名が行なわれました。次々年度
会長候補者は中村 修会員、次年度の候補者は、
副会長候補者：川原和彦会員・幹事候補者：田
邉三郎会員・会計候補者：大矢平治会員・理事候
補者：柳澤興平会員・髙橋俊起会員・御木 威会
員・梅本知秀会員・箕村 保会員です。
なお、立候補される会員ならびにご推薦され
る会員の方がおられましたら、11月16日(木)例会
前までにお申し出下さい。
なお、本年度のクラブ年次総会（次年度理事・
役員選挙）は11月30日（木）の例会後に開催する
予定です。

☆☆ 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

幹 事 報 告

58名
43名(55名)
19名
12名

☆☆

①11・12月卓話予定者表をお届けしております。担
当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を
事務局までご連絡お願いいたします。
②次週11月2日（木）は大阪天満宮での国旗掲揚台
奉納記念例会となります。会員各位におかれま
しては大阪天満宮に10：30に集合お願い致しま
す。ヒルトンホテルでの記念写真を本年度は移
動例会当日に大阪天満宮にて行いますので宜
しくお願いいたします。なお、当日のタイムス
ケジュールを本日お配りしております。
③創立50周年記念式典・祝賀会の最終ご案内なら
びにウエルカムパーティーのご案内を本日お
配りしております。
④№1.2ならびに№3.4テーブル情報集会の出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします
⑤「三世代クラブ合同社会奉仕事業のご案内」出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
⑥新入会員歓迎会が本日18：00から
「錦城閣」
にて
開催されます。
⑦本日例会終了後「11月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

10月26日の出席率
78.18％
４週間前（10月5日）の
メークアップを含む出席率 85.19％
メークアップ実施会員
2名（欠席者10名)
２．アメリカの国力低下に伴い、国際情勢
は変化している。先の大戦後にアメリカ
が確立した『覇権』に中国やロシアが挑
戦する動乱の時代を迎えている。(覇権挑
戦期）中国はアメリカに代わる選択肢を
用意し、Ｇ２を目指している。北朝鮮に
ついては「暴発寸前」だ。日米などとい
くら対話し、交渉したとしても、国家の
存亡がかかっていると認識している金正
恩（キム・ジョンウン）氏は核開発を断
念しないであろう。
３．アメリカは集団的自衛権を主張している。日
本は責任ある大国としての役割を果たさなけ
ればいけない。アメリカには復原力がある。そ
のアメリカを如何に日本に繋ぎ止めておける
か。第二次朝鮮戦争を恐れるあまり、第三次世
界大戦を勃発させてはならぬ。そのためには、
歴史から学びつつ、より深みのある踏み込んだ
議論がもっと必要ではなかろうか。(文責 南川）

－－新入会員歓迎会－－

敬称を略す

簑原先生のお話をお聞きして、リスクに備えて
下さい
南川 和茂
在籍２１ケ年自祝
石田 道夫
第二回橋本会長杯優勝させて頂きました！
田邉 三郎
第２回橋本会長杯お疲れ様でした。松茸おいし
かったです。
箕村 保
郡副会長 種々おつかれ様です。 川原 和彦
中村修さん 有難うございます。頑張って下さ
い。
石田 道夫
お久しぶりです。これからもよろしくお願いし
ます。
末澤 正大
平成29年10月26日
合計金
38,000円
累計金 1,040,000円

☆☆ 先週（10 月 26 日）の卓話 ☆☆
「国際政治の秩序移行期における
安全保障リスクとトランプ政権の今後」
神戸大学大学院 法学研究科
教授 簑原 俊洋 様
南川 和茂会員紹介
１．昨年１１月の選挙で浮き彫りになったの
は、アメリカという国の分断が更に深刻に
なった。普通の大統領は選挙を戦ってアメ
リカを一つにするが、トランプ大統領は違
う。トランプ氏の政治的支持基盤は「脆
弱」だ。支援者は３６％。限られた人々に
支えられた大統領で、その支持を得る為、
北朝鮮に対する防衛的先制攻撃の可能性が
ある。

吉村圭太会員・山本邦人会員歓迎会が１０月
２６日（木）大阪キャッスルホテル３階「錦城閣」
にて２６名の当会員と事務局の大保さんと足立
さんの２名の合計２８名参加者にて行われまし
た。吉村圭太会員の紹介者の福原会員よりご紹
介頂き、吉村会員は入会できた事のお礼を述べ
た後、懇親会においてはお酒を沢山飲むことが
判明しました。また、山本邦人会員の紹介者の在
本会員よりご紹介頂き、山本会員は入会できた
事のお礼を述べた後、とてもいい声で司会や進
行が得意である事が判明し、ＳＡＡにぴったり
と絶賛の声があがりました。後半には各先輩か
らのクラブや歴史について個性的なアドバイス
を受けた吉村会員と山本会員は今後の大阪天満
橋ＲＣの必要な人材になる事でしょう。ご参会
頂きました会員の皆様に感謝申し上げます。有
り難うございました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
松
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