－－ 大阪城南ＲＣ創立５０周年記念式典－－

OSAKA-TEMMABASHI

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
６月第１例会のお知らせ

5月25日(土)シェラトン都ホテル大阪で城南
RCの50周年記念式典と城南RACの結成認定状
伝達式がありました。
濃い50年の歴史に加え、最近の会員全員に
アイパッドを配り、マイロータリー登録
100％やペーパーレス化を実現した成果も報
告されました。

日 時：６月５日（水）19:30～21:00
内 容：「次年度について」
（担当：次年度三役）
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：５月３１日（金）
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♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
６月第２例会（最終例会）のお知らせ
日 時：６月２６日（水）19:30～21:00
内 容：「今年度活動報告 卒業式」
（担当：次年度理事会メンバー）
場 所：錦城閣
登録料： RC 8,000円
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：６月１９日（水）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第１例会のお知らせ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鯵南蛮酢漬け
眼張、竹の子、茄子、スナップエンドウ、木の芽
伊佐木塩焼き、生姜醤油、茗荷酢漬け よもぎ麩田楽
筍とうすい豆の御飯 香の物 赤出し
無花果蜜煮、レモンジュレ掛け、ミント

2018-2019年度RIテーマ

日 時：８月１０日（土）集 合 13：00
解 散 22：00予定
内 容：５クラブ合同例会
「大阪淀川花火大会のお手伝い」
（担当：社会奉仕委員会）
集合場所：阪急電鉄「十三駅」西改札口
登録料： 無料
登録先： 次年度幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：６月７日（金）
※登録締切が早い為、７月の例会案内より先に
ご案内させていただいております。
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青 少 年 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2472回）

２）ソング

鯉のぼり

３）卓

話

１）例 会 （2473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 「ローターアクトについて」

「ロータリー5年目」
森本

次週（６月６日）のお知らせ

成峻会員

中島

清治会員

４）6月度定例理事会（新旧合同）

＊＊

先 々 週 の 例 会 報 告
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

＊＊
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皆様こんにちは。
本日は、ＩＭ第６組の北村ガバナー補佐エレクト
が当クラブに来訪されました。心から歓迎申し上
げます。
ロータリー日本財団から、山本（喬）、溝手会員
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。またロータリー米山記念奨学会
より、柳澤会員に第１回米山功労者の感謝状が、
福原会員、永田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、後ほどお渡しさせて
いただきます。
１１日（土）にドーンセンターでＩＭ第６組ロー
タリーデーが開催されました。「２０４０年の超
高齢少子社会に向けて」というテーマで大阪大手
前ロータリークラブ様のホストで行われました。
２０４０年には医療・介護の分野で人材が不足し
たり、財政が破綻する恐れがあるとの事でした。
引き続きましてフレッシュロータリアン研修交
流会が開かれました。８４名の登録がありまし
て、盛大でした。入会５年未満の会員には次回の
出席をお勧めいたします。因みに本日公式訪問さ
れました北村ガバナー補佐エレクトが在籍して
おられる、大阪中之島ロータリークラブ様が次年
度のロータリーデー及びフレッシュロータリア
ン研修交流会のホストでございます。

１２日（日）ローターアクトの年次大会がホテル
グランヴィア大阪にて開催されました。中島地区
委員長、仲西地区委員、御木青少年奉仕委員長、
阪本ローターアクト担当副委員長、吉村会員が出
席していただきました。仲西会員がロータリー賞
を受賞されました。次々年度は天満橋ラックがホ
ストクラブですし、北山さんが地区代表を務めら
れます。先日申し上げましたが、地区ラック委員
長は激務です。ロータリーデーの長い拘束の次の
日にラックの年次大会でした。中島地区ラック委
員長お疲れ様でした。
１４日（火）リーガロイヤルホテルで行われまし
たＩＭ第６組の大阪天王寺ロータリークラブ創
立５０周年記念式典・祝宴に田邉幹事と出席して
まいりました。
１８日（土）に児童院にてバーベキュー大会がお
昼に開催されます。美味しいお肉をご用意してお
りますので、お時間がおありの方は是非ご参加く
ださい。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①理事・役員・委員長に「2018-2019年度 活動報
告書提出のお願い」を配布させていただいて
おります。活動報告書をご提出いただけます
委員会から随時ご提出をお願いいたします。
②「2019-20年度 ロータリー手帳」を必要とご
返事頂いておりました方々にお配りしており
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
49名
会員出席
36名(43名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
7名

③№2・3・7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。
④三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。
⑤次週5月23日は定款により休会にさせて頂き
ます。なお、事務局もお休みさせていただきま
す。
⑥次々週例会終了後6月度定例理事会（新旧合
同）が開催されます。本日ご案内をお配りして
いますので関係各位よろしくお願いいたしま
す

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

北村ガバナー補佐エレクトの来訪を歓迎致しま
す。
髙田 肇
北村ガバナー補佐エレクト ご来訪ありがとう
ございます。
中村 修
北村ガバナー補佐エレクト 本日のご来訪あり
がとうございます。
川原 和彦
結婚６０年の記念日を自祝して
坂本 一民
結婚記念日に会長より美しいお花を頂き有難う
ございました。
山本 喬一
結婚記念日 綺麗なお花有難うございます。
寺杣 晃一
結婚記念日自祝 ロータリーで教えて頂いた奉
仕の精神を家庭で実践いておりますので、円満
です。
田邉 三郎
第2660地区年次大会ロータリー賞の受賞自祝
仲西 良浩
本日のつたない卓話よろしくお願いします。
中川 政照
中川さん がんばって下さい。
井戸 幹雄
中川会員の本日の卓話、大変楽しみです。大東
亜戦争を経験している者として嬉しいです。
橋本 守之
中川先輩 本日の卓話楽しみにしています。本
当の話よろしく。
中村 修
中川さん、卓話聞けず残念です。頑張って下さ
い。
中村 健輔
中川さん 本日の卓話とても楽しみです！！時
間足りますかー？ガンバッテ下さい 川原 和彦
中川さん 卓話を楽しみにしています 山本 喬一
中川さん 大嘘の中味楽しみにしてます！
永田 秀次
中川さん、本日の卓話楽しみにしています。
柳澤 興平

）内は会員総数を基準とした値

5月16日の出席率
83.72％
６週間前（4月18日）の
メークアップを含む出席率 90.70％
メークアップ実施会員
5名（欠席者9名)
中川さん 卓話楽しみにしておりましたが、仕
事が入りお聴きできません。お許し下さい。頑
張って下さい。
木川 武利
中川さん 卓話を楽しみにしております。
阪本 宗久
梅本国際委員長 先日は世界大会結団式お世話
になりました。6月1日よりよろしく 川原 和彦
令和元年5月16日

合計金

71,000円

累計金 2,488,400円

☆☆ 先々週（5 月 16 日）の卓話 ☆☆
「太平洋戦争の大嘘」
中川 政照会員
戦後７０年間が過ぎ終戦前後の機密文書を公開
されはじめ色々な真実の証拠が出て来ました。
それを期に「フリーダム・ビトレイド」が出版さ
れました。
２０１１年スタンフォード大学フーヴァー研究
所から出版されました。その中で一番重要な真実
は日本が真珠湾を攻撃したのはルーズベルトの
謀略に引っ掛られたから！不思議な事は、日本の
マスコミは日本の名誉回復出来るこれらの真実
を一切記事にしません。テレビでも放映されてい
ません。この事実を発表すれば歴史問題等で中
国、韓国に日本の正しさが証明できたのに、誠に
不可思議です。日米関係はずっと悪くなかったで
す。それを示しているのがアメリカへの移民が明
治の初めからずっと続いていた事です。
最初の移民が１８６８年（明治元年）でハワイに
行きました。ハワイに行った移民の一部はやがて
本土カリフォルニアに渡っていきました。
１９２３年（大正１２年）関東大震災の時もアメ
リカから大変な援助が来ています。震災発生を
知った第３０代クーリッジ大統領がアジアに寄
港中の艦隊に救援物資を満載して送ったり医療
団派遣を決めています。１９０６年サンフランシ
スコ大地震があったとき、日本は高額な義捐金を
送るなど日本政府初の海外緊急援助となりまし
た。日本人の中にはそんなアメリカに対する好感
情が結構存在したのです。日清戦争で勝取った遼
東半島を三国干渉に従い、日本は清国に遼東半島
を返還した。「臥薪嘗胆」流行語になり、ロシア
に復讐する為に耐えようと１９０２年 日英同
盟を締結する。この日英同盟は軍事同盟であっ

た。ロシアとイギリスは対決する運命にありまし
た。ランド・パワーのロシア、シーパワーのイギ
リスがチャイナで衝突しました。その時に直接
戦ったのがロシアと日英同盟の日本でした。イギ
リスは英国からあまりにも遠い東洋での戦いに
巨大な戦費が必要なので日本を代理人に使った
のです。その為に最新の戦艦・三笠・金剛巡洋艦
を有料で提供しました。日露戦争で日本勝ったと
いうのはイギリスの大勝利であるわけでアメリ
カは面白く無いのです。チャイナの巨大な人口の
ある市場参入したいと思うと日英同盟は邪魔に
なりました。日本人移民はみな真面目に働いて、
その金をコツコツと貯めそれで土地を買ってい
くのです。その結果、当時のカリフォルニアの
農業生産の一割くらいを日系人が占めるという
ことになったのです。１９２４年（大正１３年）
に排日移民法が可決されました。日本に対する宣
戦布告なき戦争が静かに始まっていた。１９４１
年（昭和１６年）７月にアメリカは日本に経済制
裁をします。アメリカの経済制裁は在米資産凍
結、石油の禁輸という厳しいものです。昭和１６
年１１月２６日ハル国務長官よりハル・ノート
「最後通牒が突き付けられました」万策尽きた日
本国は昭和１６年１１月２６日択捉島単冠湾を
山本五十六が率いる連合艦隊が出撃しました。
真珠湾攻撃は暗号解読をされてすでに筒抜けに
なっていました。パールハーバーには最新航空母
艦、戦艦は出港して残るのは老巧艦だけでした。
パールハーバーの奇襲の報告をするとチャーチ
ルは言ったのは
「We are on the same boat」
ついに
一緒の船に乗ったと！！アメリカが参戦してく
れる、ジャップのバカめと思ったでしょう。「こ
れで勝てる」
ルーズベルト大統領の３の大罪
１.日米戦争はフランクリン・ルーズベルト大統
領が日本に向けて仕掛けたものであり、日本の
侵略が原因でなかった。
２.１９４１年の日米交渉ではルーズベルトは日
本の妥協を受け入れる意図は初めから全く無
かった。彼は日本の誠実な和平の努力をことご
とく潰した。
３.アメリカは１９４５年に原爆を投下させずに
日本を降伏させることができた。
－－ 社会福祉法人 聖家族の家 児童院事業－－

令和元年５月１８日土曜日にもはや恒例と
なった社会福祉法人 聖家族の家 児童院での
バーベキュー大会を開催いたしました。児童院
の子供達２７名、先生７名、当クラブからは髙田
会長、中村会長エレクトをはじめ１２名、ＲＡＣ

より１３名の総勢５９名の大人数で大いに盛り
上がりました。当日は、早朝より仲西会員をリー
ダーとして、ＲＡＣの協力による現場設営・買出
し、ＲＡＣ松久会長の指揮のもとで日持ちのし
ない食材の買出し、仕込み等の協力を頂きまし
た。１１時３０分、髙田会長の挨拶より開催され
ました。今回はロータイプの食卓３台を設置し
前半、後半に分かれる事無く、全員で食事が出来
る様に改善を行い、１０㎏のお肉、おにぎり１０
０個、上海焼きそば５０名分、大量の野菜・副菜
等を用意しました。子供達や先生方には「美味し
い」と言って頂き非常に嬉しく思いました。食事
の締めには、仲西会員によるドライアイス噴射
のアイスクリームの提供を行い子供達は大喜び
していました。その後、１３時２０分よりＲＡＣ
メンバーを主とした恒例のビンゴ大会にて再び
大盛り上がり。子供達は自分の番号が呼ばれる
度に元気な声で大はしゃぎをしていました。１
４時に中村会長エレクトによる締めの挨拶で一
旦中締めを行いました。更に１４時より香港中
国語大学ＲＡＣのメンバー１３名にお越し頂き
「言葉は喋れなくても心は通じる」と言うお題
で絵図による交流会を行い、ここでも更に盛り
上がり大盛況の内に幕を閉じました。又、野坂施
設長より当クラブの日頃の支援に対する丁寧な
お礼もあり本当に良い事業であったと痛感いた
しました。最後になりますが当日ご参加頂きま
したメンバーはもちろんの事、皆様には沢山の
協賛金をご協力頂きました事に心より感謝申し
上げます。
社会奉仕委員会

