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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）卓 話

次週（９月２４日）のお知らせ
１）例
２）卓

会 （2521回）
話 「ミスコンの世界」
「医薬品と特許
大阪天満橋ロータアクトクラブ
（コロナ治療薬を交えて）」
副幹事 川村 紗楽様
鍬田 充生会員
箕村 保会員紹介
３）10月度定例理事会
（2520回）

☆☆ ９月度の結婚記念日 ☆☆
仲西 良浩
梅本 知秀

二宮 彰久

中村 修
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
本日は天満宮に会場を移しての例会です。寺
井名誉会員におかれては、いつもお世話になり
ありがとうございます。
例年、秋ころに開催する事業についてお話し
をしておきたいと思います。
いわゆる秋の家族会は、親睦活動委員会とも
協議し、コロナの影響に鑑み、またご家族の参加
という前提を考えたうえで、残念ですが中止と
させていただきます。
職業奉仕賞授与式は私の好きな事業でして、
何とか開催する方向で準備を進めています。職
業奉仕委員会とも協議し、例年推薦された方と
随伴者にご参加いただいているところ、随伴者
にはご遠慮いただき、また食事を一緒に取るの
も自由にしていただいて、あくまでも例会後に
授与式を取り行うという形でご参加いただけれ
ばと思っています。
3世代クラブ合同の社会奉仕事業は、本年度改
めて当クラブがホストを務めさせていただきま
す。前年度は台風等により中止となりましたが、

本年度は来年の琵琶湖開きと合わせて子供たち
とクルーズを予定しています。何卒多くの会員
の皆様のご参加をお願い致します。
強い組織とは何なのかを考えているのです
が、ロータリーに関して言えば、顔を合わせて信
頼関係を作り上げることだと思っています。何
卒、今後とも、事業、そして例会にご参加いただ
きますようお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

皆さんようこそ
寺井 種伯
寺井名誉会員のお話し楽しみにしています。
衣斐 孝雄
じっくりと拝聴させて頂きます。 井戸 幹雄
寺井名誉会員、お世話になります。 南川 和茂
寺井種伯名誉会員久しぶりの卓話楽しみにして
います
中川 政照
長期欠席おわび。寺井名誉会員の卓話、楽しみ
です。
福原 哲晃
寺井名誉宮司の御健康を祝して
在本 茂
寺井名誉会員の卓話楽しみにしています
川原 和彦
寺井名誉会員の卓話を楽しみにしています
鍬田 充生

☆☆ 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
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
34名(41名)
18名
7名

お久しぶりに名誉宮司にお目にかかれて喜ばし
く思ひます
寺杣 晃一
寺井名誉宮司、本日の卓話楽しみにしておりま
す。
末澤 正大
寺井大先輩、本日の卓話大変楽しみにしており
ます。
小寺 寿矢
遅くなりましたが、中島清治会長ガンバッテ下
さい！
川本 浩
川本浩先輩 久しぶりにお顔を拝して喜んでい
ます。
中川 政照
在籍表彰自祝。寺井名誉宮司、卓話楽しみにし
ています。
中村 健輔
２２ヵ年在籍自祝
川原 和彦
１９ヵ年在籍自祝
梅本 知秀
令和2年9月10日

合計金

134,000円

累計金

739,000円

☆☆ 先週（9 月 10 日）の卓話 ☆☆
「天満あれこれ」
寺井 種伯名誉会員
若き頃、四条畷の神社に努めている頃の話で
すがその当時、四条畷・寝屋川・門真周辺に住ん
でいた方は、北新地や南や船場、もしくは京橋・
天王寺等の大阪方面に行くことを「天満に行く」
と言っておりこの天満と言うのは由緒ある地名
であった時代でありました。
約２０００年程以上前と言うのは現在より海
面が５ｍ以上高く、大阪平野の殆どが海であり
ました。添付資料を参照して頂きたいのですが
４３程、島の付く地名があり馴染み有る所で「都
島・福島・江之子島」等があるのですが大阪湾の
内海の中に小さい島が沢山あったのが由来とさ
れています。東成区の深江等は、内海の中でもっ
とも深い船着き場でありその昔は海外よりの大
型船が波止場に来てそこで小さな船に積み替え
て各地に運んでおりました。
大阪天満宮は６５０年、孝徳天皇が難波長柄
豊崎宮を造営した際、その西北に守護神として
大将軍社を創建したのがそもそもの始まりであ
ります。幾度となく火災に見舞われ消失しまし
たが幾度となく再建されて復興しております。
昭和２０年の度重なる大阪大空襲の際には幸
運にも被害を逃れました。
全国には約１万社程神社があり１番多いのが

）内は会員総数を基準とした値

9月10日の出席率
82.93％
４週間前（8月20日）の
出席率 79.49％
1名（欠席者9名)
お稲荷さん２番目が八幡さんそれに次ぐのが天
神さんとなります。
この歴史ある大阪天満宮を今後も愛好頂けま
すようお祈り申し上げて私の卓話とさせて頂き
ます。

特殊切手
「日本のロータリー100周年」の発行
1920（大正9）年に日本初の東京ロータ
リークラブが創立され、今年で100周年を
迎えることを記念して、特殊切手「日本の
ロータリー100周年」が2020年9月18日（金）
に発売となります。
また、「特印」の入手を希望される方も
おられるかと存じます。
詳細が日本郵便により発表されました。
https://www.post.japanpost.jp/kitte/
collection/archive/2020/0918_01/0201
.pdf

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
秋刀魚とポテトの温かいサラダ、
トマトバルサミックヴィネグレット
鶏の醤油麹焼き、リソレポテト、
茄子とエリンギ茸のグリル
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

