
   「４つのテスト」 

 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を 

深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

今後の予定 

６月：親睦活動月間 

●12：４０開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ 

  橘 喜久夫 会員 

 

 

●卓話 

 「大阪湾再生に向けた取り組みにつ 

 いて～多様な主体との連携・協働～」 

 国土交通省 近畿地方整備局 

 企画部 技術企画官 岡 良 様     

●その他  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

本日の会合  

＜被選理事会＞ 13:40～ 例会場 

 北川、原田、高島、小北、日野、三木  

 橘、山口伊、嶋田、米田、木﨑、西田 

 

＜第2回クラブ研修会＞13:40～ 

 宮田、橘、林（宏）、山本（一）、小西 

 田中（一）、稲田（義）、白井、森川 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに
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6/12 

（水） 

・卓話 

 国土交通省近畿地 

 方整備局 企画部 

 技術企画官 

  岡 良 様 

・被選理事会 

6/19 

（水） 

・卓話 米田勉会員 

 

6/26 

(水) 

・最終例会 

退任挨拶 

 会長、副会長 

 幹事、ＳＡＡ 

第１８６６回例会プログラム 
２０１３年６月１２日（水） くずはゴルフ場 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

6 
19 西田 会員 

26 ― 

  

 ６月の花「ハニーサックル（匂い忍冬）」 

 花言葉：愛の絆・友愛・献身的な愛・誠実 

甘い香りと蜜があることからハニーサックルと言われ、日

本原産のスイカズラや、ツキヌキニンドウなどと同じ仲間

です。スイカズラは香りがよく可愛い花を咲かせ、つるを

伸ばして茂るので垣根やフェンスなどに植えられます。

またスイカズラの茎や葉を乾燥させたものは健胃、関節

痛、解熱などの薬にもなり、若葉は干してお茶にもなりま

す。漢方ではスイカズラの漢名「忍冬（ニンドウ）」と呼ん

でいます。 

                   ▲蘇我入鹿暗殺。大化の改新の発端(645)▲イギリスの

探検家キャプテン・クック、３年ぶりに無事帰国(1771)▲鹿鳴館で第１回婦人慈善市

(1884)▲甲府の雨宮製糸場の女工が日本初のストライキ(1886)▲清水次郎長没(1893)

▲アギナルド、フィリピン独立を宣言(1898)▲杉本京太ら、邦文タイプライターの特許を

取得(1915)▲マロリー、無酸素登頂記録を樹立 (1922)▲占領目的阻害行為処罰令公

布(1946)▲阿賀野川流域で第二水俣病発見(1965)▲第二水俣病患者、鹿瀬電工を

相手に損害賠償請求の提訴(1967)▲日本初の原子力船「むつ」進水式(1969)▲樋口

久子、全米女子プロゴルフ選手権で日本人初の優勝(1977)▲宮城県沖地震(1978)▲

大平正芳首相が心筋梗塞で急死する。70歳(1980)        

今日の歌 
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 ６月は今年度の最終月にあたるとともに、

ロータリー親睦活動月間でもあります。 

 ロータリー親睦活動要覧によると、ロータ

リー親睦活動は共通の職業や関心をもつ

ロータリアンとその配偶者、そしてローター

アクターからなる国際的なグループで各グ

ループによって独自に運営されています。

その会員はロータリー親睦活動を通じて楽

しみを分かち合い、国境を越えた親睦を深

め、一層充実したロータリーの経験を味わう

事ができます。 

 ロータリー親睦活動は、国際奉仕の一部

門であり、現在、１００近い親睦グループが

あり、趣味や職業活動を通じて、国際親善

会長の時間 

おめでとうございます！ 

卓  話 

 人々は貧しい、しかし幸せそうだ。 

貧乏人は存在するが、貧困は存在しない。 

金持ちは高ぶらず、貧乏人は卑下しない。 

われわれは皆同じ人間だと心底から信じる

心が、社会の隅々まで浸透している、この

様な国をもう一度、造り直さないと孫たちは

幸せになれません。 

 日本には礼節によって生活を楽しいもの

にするという普遍的な社会契約が存在す

る。 

 私の尊敬する藤原正彦先生の言葉に 

 欧米人が自由とか個人をもっとも大事なも

と奉仕に貢献しています。 

 一例を申しますと、世界ではヨットに関心の

あるロータリアンのグループが自分たちの

船にロータリーの旗を掲げ、自らをロータリ

アンの国際ヨット親睦グループと名乗りまし

た。現在、もっとも長く活動を行っているの

がこのヨット親睦グル―プです。 

 当クラブでは、三九会をはじめ、ゴルフや

野球の同好会があり、今後一層の親睦関

係を深めていってこそ意義あるものです。 

 最後になりますが、本日は森会員が久し

ぶりにお見えになりました。懐かしくご挨拶

を承り、早い体調回復を祈念したいと思い

ます。 

のと考えるのに対して日本人は秩序とか和

の精神を上位におく。日本人は自由とは身

勝手と見なしてきました。個人を尊重すると

全体の秩序や平和が失われる事を知って

いました。 

 自分のためより公のために尽くすことの方

が美しいと思っていました。 

政治経済、モラル、教育、家族、社会の崩

壊はモラルの低下へ。 

 私の言いたかった言葉は 

    まず公があって個がある 

    個の集団が公ではありません。 

「最近気になっている事」 岩本 昌治 会員 

6月誕生日祝 藤原和彦会員   6月入会祝 白井博巳会員 



Page 3 2012-13年度 第45号 

Weekly Club Bulletin 

 2013年3月30日関空に到着したドイツ・ハンブ

ルグチームの団長と4名のメンバーは1ヶ月の職

業研修を終えて4月３０日夜、無事帰国の途に就

かれました。滞在中、第２６６０地区の多くのロー

タリアンのお世話になりました。今回はドイツチー

ムの要望で例年より５日程長い行程でした。 

 GSEプログラムは受入派遣の大筋は地区委員

会が設定するのですが、プログラムの詳細部

分、たとえば何日の午前中の文化研修は〇〇

RCが△△につれていくというような細かい部分

は各RCで決めていただくプログラムです。そのさ

い重複してしまう事もあり、調整が必要となりまし

た。今年の受け入れプログラムにおいて例年に

比べて自由時間を多めに取りましたのでドイツ

チームはある程度は満足してくれたようです。そ

れより普通ではできないような事を体験し本当に

喜んでくれました。 

 居合道場で日本刀を振ったり、墨を作る工房

での実演など日本独特の体験ができたことは大

変満足していました。また、職場の現場見学など

日本の職業人の持つ仕事への細やかな思い入

れが印象に残ったと言われ、受け入れる側として

は大変うれしく感じました。 

 振り返れば、寸前でホームステイ先のキャンセ

ルなど危急のトラブルが発生して困惑しました

が、終わってみれば、全体的には大変素晴らし

いプログラムであったと思います。 

            （ガバナー月信より抜粋） 

GSEドイツチーム受入報告 

地 区 よ り 

社会福祉協議会だよりに 

広告を出しました！      

    病気で療養中の森会員が 

久しぶりに出席されてのご挨拶 

 

闘病生活のため例会の欠

席を続けておりまして申し

訳ありません。今後とも療

養に努めますので何卒ご

容赦のほど偏にお願い申

しあげます。  森 賢司 

 ＜当クラブGSEドイツチーム職業研修報告＞ 

    2013年4月12日（金） 9:30～16:00 

     当クラブからの案内者：畠仲幹事 國田財団委員長 

   ドイツチーム参加者  ：フィリップ ポップ氏（28歳） 

  通訳者（地区より派遣） 

 ★大塚家具ショールーム見学     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★通天閣 散策 大阪名物こなもん昼食  

★大阪市立美術館にて（ボストン美術館日本美術の至宝）観賞 

             



 

２０１３年 クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 

 

 

２０１３年６月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

○本日の配布物 

①６月１２日週報 

②先週の卓話追加資料(岩本会員） 

③卓話資料 

○本日の回覧物 

①ひらかた社協だよりvol.１２０ 

○地区行事等出席報告 

6/513‐14年度第1回地区社会奉仕委員会     初木 

○地区行事等出席予定           

6/17 大阪みおつくしロータリークラブ認証伝達式 

                              北川 

6/29 第9回地区職業奉仕委員会         國田 

7/2 社会を明るくする運動街頭パレード・式典 

                  原田、北川、岩本、高島 

7/6 13-14年度第1回広報委員長会議   山本（一） 

7/20合同地区委員会             初木、國田 

7/27米山奨学委員長会議及びカウンセラー研修会 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊誕生祝をいただいて             藤原和彦 

＊皆様方の生歌を聞けたよろこびに     川島吉博 

第１８６５回例会出席報告（６月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３８名 ７４．５１％ 

第１８6２回 例会補正後 出席率 ７５．００％ 

   メーク ７名  欠席 １３名   除外 ２名 

大阪天満橋RC 

例会場変更ならびに事務局の移転 

 

○例会場 「インターコンチネンタルホテル大阪」 

   〒530-0011 

    大阪市北区大深町3番60号 

    （うめきたグランフロント大阪）※ＪＲ大阪駅北側 

     ＴＥＬ （０６）６３７４－５７００ 

   ※7月からの移転になります。 

   ※6月20日（木）は移動例会として 

    「インターコンチネンタルホテル大阪」にて例会を開催 

   ※6月27日（木）は休会 

   ※ビジターフィーは5,000円に変更 

○事務局 

   〒530-0012 

    大阪市北区芝田2丁目3番19号 東洋ビルディング 

    本館3階 312号 

    ＴＥＬ（０６）６３７４－０３０３ FＡＸ（０６）６３７４－０３１０ 

    ※メールアドレスに変更はありません。 

    ※6月25日（火）に移転 

    ※6月24日（月）～6月26日（水）は通信工事の都合で 

      ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールが一時不通となります 


