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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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平和と紛争予防/紛争解決月間
次週（２月１５日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

１）例

（2415回）

２）ソング

ロータリー讃歌
ブンリン

３）卓

話

会

我が職「文林学院日本語科の今」
永田 秀次

会員

３）卓

話

（2416回）
それでこそロータリー
「裁判員裁判について」
中島

清治

会員

４）第３回被選理事会
５）３月度定例理事会

☆☆ ２月度の在籍表彰 ☆☆
22ヵ年 山本 喬一

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
今井 浩

鍬田 充生
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

２月度は平和と紛争予防／紛争解決月間で
す。本日の例会は、国際奉仕委員会による２０１
４年－２０１５年米山奨学生大阪大学大学院生
アヒヤ アルマスリさんが、平和と紛争予防／
紛争解決月間記念卓話として「シリアの現状」に
ついて卓話してくれます。ご清聴願います。先週
は例会前のＡＭ１１：００～戦略計画実行委員
会が開催されました。今回の委員会が今期最後
であり、山本喬一委員長が、会員からのアンケー
ト及び諸々の意見としてまとめられ提言してい
ただきました。山本委員長には長い間ご苦労さ
までありがとうございました。その後、例会及び
クラブ協議会が開催され、各委員長より前半期
の事業報告と下半期事業計画について報告があ
りました。例会終了後、２月度定例理事会が開催
され、諸々の案件について審議され、親睦委員会
から仲西良浩委員長より「春の家族会」の計画案
が発表され、「親睦」を中心とした沢山の会員が

参加しやすい事、「笑い」がある事を重視して計
画案を精査、探索中であるとの事で次回３月度
定例理事会に於いて、日程及び場所について決
定したい旨の発表がありました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①（公益財団法人）ロータリー日本財団より、平
成29年7月1日から12月末までの個人寄付につ
きまして、確定申告で税務署にご提出いただ
く確定申告用寄付金領収証（裏面に税額控除
の証明書が印刷されております）が届きまし
た。「寄付者の皆様へ」と併せて会員ポストに
お配りしておりますのでご確認ください。な
お、「寄付者の皆様へ」をご一読いただきお手
続きをお願いいたします。
②（公益財団法人）ロータリー米山記念奨学会
より、昨年1年間（2017年1月～12月）の特別寄
付金ならびに普通寄付金につきまして、確定
申告で税務署にご提出いただく書類が届きま
した。寄付金免税申告用領収証（税額控除に係
る証明書の写し付）・リーフレットと併せて会
員ポストにお配りしておりますのでご確認く
ださい。「確定申告用領収証送付の件」をご一
読いただきお手続きをお願いいたします。
③「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて2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。

☆☆ 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
３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

56名
37名(51名)
18名
14名

④「三世代クラブ合同例会のご案内」の出欠の
ご返事を本日中に事務局までお願いいたしま
す。
⑤№3・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。
⑥№1・2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。
⑦「2017-18年度 下半期会費のお願い」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。
⑧「創立50周年記念誌に掲載する会員のお言
葉」の原稿を早急に事務局までお願いいたし
ます。
⑨次々週例会終了後、第3回被選理事会を5Ｆ「グ
ラスルーム」にて開催いたします。本日ご案内
をさせて頂いておりますので関係各位宜しく
お願い申し上げます。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

合計金

2月1日の出席率
72.55％
４週間前（1月11日）の
メークアップを含む出席率 84.62％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)
自国だけでなく他国の思惑も絡む紛争により
国民の半数にあたる人々が難民になり、さらに
は古代からの大切な文化遺産に被害が及んでい
ることは大変痛ましいことです。
日本においてもシリアからの留学生の受入な
どで救援の措置が執られているとのことで国民
としてもこの難民問題にどうのように向き合う
べきかと考えさせられます。
日本においては、明治維新の開国時や第二世
界大戦後の混乱期において、諸外国に翻弄され
ることなく適切な主導者のもと、国がひとつに
まとまり現在の繁栄を築くことが出来たことに
感謝しなければならないと感じました。

敬称を略す

本日のヤヒヤさんの月間記念卓話よろしくお願
いします。
国際奉仕委員会
地区より来られました前田様、米山奨学生ヤヒ
ヤ アルマスリ様 本日の卓話ありがとうござい
ます。
橋本 守之
前田様 ヤヒヤ アルマスリ様 国際奉仕卓話宜し
くお願い致します
寺杣 晃一
新年明けましておめでとう御座います。
衣斐 孝雄
誕生日自祝 古希を迎えました。 郡 悦清
19日に人生折返しの50才になります。まだまだ
若輩者の私ですが宜しくお願いいたします。
高橋 俊起
平成30年2月1日

）内は会員総数を基準とした値

31,000円

累計金 2,086,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
独活(うど) 赤蒟蒻(こんにゃく) 牛蒡
帆立焼目付け ラデッシュ 蕗味噌和え
横輪 烏賊 あしらい一式
鰆ちり蒸し 巻白才 絹豆腐 白葱 梅麩
人参 菜の花 八朔(はっさく)おろし
うすい豆とじゃこご飯 香の物
田舎味噌仕立て 白菜 厚揚げ
大根 やっこ葱
干し柿プリン クコの実 ミント

☆☆ 先週（2 月 1 日）の卓話 ☆☆

ロータリー讃歌

こころ

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

しるし

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

むつみ

今月の記念月間卓話を、シリアからの元米山
奨学生で大阪大学大学院生のヤヒヤ・アルマス
リさんに「シリアの現状」と題してしていただ
きました。ロータリーとしては大変重いテーマ
です。現在の国際社会で最も注目されているの
はシリアの紛争と難民問題であり、一昨年に続
きこのタイトルで卓話をお願いした次第です。

ロータリー 理想の表徴

「月間記念卓話を聞いて」
国際奉仕委員長 山本 喬一

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

平和と紛争予防／紛争解決月間

