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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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母 子 の 健 康 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（４月２５日）のお知らせ

（2469回）
花
２）ソング
友と呼べるのは
「天満あれこれ」
３）卓 話 「相続対策と相続税対策の違い」
寺井 種伯会員
箕村 保会員
４）5月度定例理事会
４）第5回被選理事会
＜例会場 天満宮会館＞
１）例

会

☆☆

４月度の結婚記念日

大矢 平治
寺井 種伯
末澤 正大

＊＊

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2468回）

中島 清治
勝見 茂

☆☆

中村 健輔
井戸 幹雄

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
昨日の寒さには驚きました。スプリングコートも
クリーニングに出そうと思っていましたが、後暫
くは寒の戻りがありそうです。皆様体調管理には
十分お気をつけ下さい。今年は、造幣局の桜の通
り抜けとそめいよしのが同時に楽しめるという
めったにない年になりました。
元号が令和に決まりまして私のような小さな会
社でも、シールを作ったり、書類の平成を令和に
変更する作業に追われております。大きな会社で
は大変な作業だと思います。
４月２０日（土）の春の家族会ですが、午後２時
頃琵琶湖で現地解散ですし、ご家族はご招待で
す。その後自由に近江や京都を散策出来ますの
で、ぜひご参加をお願い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪市立児童院の社会奉仕事業へのご参加・
ご協力のお願いを本日お配りさせて頂いてお
ります。多数のご参加・ご協力をお願いいたし
ます。

②大阪天満宮での移動例会出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
③新年度ロスターの原稿、ご確認済みの方は事
務局までご提出お願いいたします。なお、ご訂
正のない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出
お願いいたします。
④次年度委員長におかれましては事業計画案
（計画書原稿）を事務局までご提出お願いい
たします。
⑤三世代クラブ有志合同懇親会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑥次週例会終了後「第5回被選理事会」を開催致
します。本日ご案内させて頂いておりますの
で関係各位宜しくお願いいたします。
⑦4月25日（木）NO.4・5・6，5月30日（木）NO.2・
3・7テーブル情報集会が開催されます。会員各
位の多数のご参加をお願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

神戸大学大学院法学研究科簑原教授の卓話で
す。ご傾聴下さい。
南川 和茂
23ヶ年在籍表彰自祝
髙田 肇
在籍25年自祝！今後もよろしくお願い申し上げ
ます。
中川 政照
在籍25年自祝
在本 茂
在籍25ヵ年自祝
福原 哲晃
誕生日自祝。まさに本日が誕生日です！
平尾 彰彦

☆☆ 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
２名
０名
０名

会員総数
49名
会員出席
35名(42名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
7名

誕生日自祝
箕村 保
米山奨学生のロニー君をよろしくお願いします
中島 清治
中川会員、写真いつも有り難うございます。
髙田 肇
中川会員にはいつも写真でお世話をいただきあ
りがとうございます。
橋本 守之
中川さん、写真ありがとうございます。
中村 修
中川会員、いつも写真ありがとうございます。
永田 秀次
中川先輩、写真ありがとうございました。
末澤 正大
橋本会員、先週は大変お世話になりました。
木川 武利
中村 健輔
平成31年4月11日

合計金

62,000円

累計金 2,220,400円

☆☆ 先週（４月１１日）の卓話 ☆☆
「令和と就任３年目のトランプ大統領と

4月11日の出席率
83.33％
５週間前（3月14日）の
メークアップを含む出席率 86.67％
メークアップ実施会員
6名（欠席者12名)
４．トランプ大統領の今後
米国は「終わりの始まり」の段階に入ってい
ると言うべきである。
５．米中関係
（１）経済構造からの側面
トランプ大統領は中国に対して厳しい姿
勢を取ると言っていたが、何か得るのであ
ればディールするというのがトランプの
やり方。
（２）安全保障からの側面
中国は確実に強くなっており、台湾への圧
力・尖閣諸島への侵入等勢力圏を拡大して
いる（トゥキディデスの罠）。
６．日本に求められる対応
能動的に動くことができず外圧で動いてい
る。
少なくとも自らが位置する地域の安全と
平和は日本が力を行使して守るべきである。
（文責 南川）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
蛤とポロ葱のクリームスープ、サフラン風味
茸デュクセルを載せた仔牛メダイヨンのチーズ焼き
“フォワイヨウ風”、マスタードクリームソース
求肥で包んだストロベリーとバニラクリーム
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター
コーヒー又は、紅茶

友と呼べるのは

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一
大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

一、友と呼べるのは 信じ合っているから
友と呼べるのは ねがいが同じだから
一人一人の しごとは違っても
平和で暖かい 世界を作るために
平和で暖かい 世界を作るために
おおロータリー ロータリークラブ

二、友と呼べるのは 許し合っているから
友と呼べるのは のぞみが同じだから
一人一人の 時間は違っても
奉仕の理想を 世界に満たすために
奉仕の理想を 世界に満たすために
おおロータリー ロータリークラブ

アメリカの展望」
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．我々はどのような時代を生きているのか。
国際政治学者は「覇権移行期」という言葉を
よく使うが、覇権の移行は確定したわけでは
なく、「覇権挑戦期」である。
米中の覇権闘争が始まっている。
２．米国はいつから衰退し始めたのか。
第４１代ブッシュ大統領までは米国は分
断されておらず超党派的に国家を良くしよ
うという動きがあったが、息子の第４３代
ブッシュ大統領あたりから民主党と共和党
の対立が激しくなり、さらにアフガニスタン
戦争・イラク戦争が起こった。どの時代でも
戦争が国力を奪う。
３．５０年後、１世紀後の米国は今程の影響力は
ない。
「支持者による支持者の為の大統領」、それ
がトランプ大統領であって、その支持者達は
大多数が大学を出ておらず、世界的観点から
物事を見ることができない。

）内は会員総数を基準とした値

