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第1190回（本年度 第33回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

先日からご協力をお願いしておりました、台湾花蓮市の震災義捐金
として皆様から186,000円の募金を頂き、災害支援積立金から
314,000円拠出して、合わせて50万円を姉妹クラブの台北福齢ロー
タリークラブに送金を完了致しました。

ご協力有難うございました、感謝申し上げます。

本日の例会前に第2回ノミニー理事会が開催されました。この時期
は、今年度の理事会と次年度の為のノミニー理事会が並行して開催
されます。何れもクラブ運営の為に理事役員の方々にご尽力頂いてお

本日のプログラム

次回 3/22 のお知らせ
♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　米山記念奨学会事業について
　栗山 博道 会員

♬SONG : 「4つのテスト」
■太閤園3RC合同懇親会
　例　会：17：00～　アメジストルーム
　懇親会：18：00～　桜苑



2017-18年度第1188回（第31回例会）
幹事報告 (3/1)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は木村会員です。木村会員よろしくお
願いいたします。

■3月22日（木）の卓話は栗山会員です。栗山会員よ
ろしくお願いいたします。

■3月29日（木）の卓話は福田会員です。福田会員よ
ろしくお願いいたします。

■来週は大阪城北・鶴見・中之島3RC合同懇親会です。

　1．日時：2018年3月14日（水）
　　　　  17：30受付　18：00開催

りますが、運営に関わる事柄を決定するのは、この理
事会であり、理事会にクラブの運営責任があります。

理事会で審議される事柄の是非や賛否については、
意見が分かれる事もありますが、判断に迷ったり困っ
た時こそロータリーには、四つのテストがあります。

以前の事になりますが、2012年に高島ガバナー年度
の代表幹事を担った際、あるパストガバナーから頂
いたアドバイスに「判断に迷った時、地区3600名の
ロータリアンにとって公平か」を考えることだ・・・

当時の私にとっては、重く有難いアドバイスでありま
した。

　2．場所：太閤園　桜苑2F

　当日17：00より例会を行います。3月15日（木）の
振替例会とします。

■今年度第3回インターアクト合同会議と懇親会の
案内です。

　１．日時：2018年3月19日（月）17：00～18：00

　２．場所：相愛高等学校･中学校2階セミナー室

　３．懇親会：18：20～20：20（場所未定）

■2660地区IM6組のロータリーデーの案内です。

　1．日時：2018年3月17日（土）13：00～18：00

　2．場所：大阪国際会議場 12階

　3．タイトルは「大阪の文化は今・・・」

■地区より「第1回クラブ戦略計画委員長会議のご案
内」が来ています。

　1．日時：2018年3月17日（土）10：30～12：00

　2．場所：大阪市中央区センター

　クラブ戦略計画委員長、ご出席お願いいたします。

■地区より「IM第6組フレッシュロータリアン研修交
流会のご案内」が来ています。

　1．日時：2018年3月17日（土）18：20～20：30

　2．場所：大阪国際会議場 10階 1001･1002号室

■地区より米山奨学生オリエンテーション＆懇親会
のご案内が来ています。

　1．日時：2018年4月5日（木）

①16：00～16：40　新カウンセラー対象オリ
エンテーション

②16：45～17：30　合同オリエンテーション

③17：45～19：40　懇親会

　2．場所：ヴィアーレ大阪2階　クリスタルルーム

　会長、米山奨学委員長、カウンセラーの皆様、ご出
席お願いいたします。

■2018-19年度のための地区研修・協議会のご案内
です。

　１．日時：2018年4月7日（土）
　　  登録開始12：00／開会12：30／閉会17：30

　２．場所：大阪国際会議場10F　1003

　３．出席義務部門：①会長、②幹事、③SAA、④クラ
ブ奉仕、⑤職業奉仕、⑦社会奉
仕、⑧国際奉仕、⑨青少年奉仕、
⑩ロータリー財団、⑪米山奨学



第1「ウォー ギルト インフォメーション プログラム」に
ついて

1．はじめに

極東国際軍事裁判（東京裁判）とは、大東亜戦争当
時の国家指導者28名が（いわゆるA級戦犯）、世界
征服という共同謀議の下に侵略戦争遂行したもの
として起訴され、結果、7名に死刑判決、18名に終
身刑乃至有期刑の判決に処された裁判である（残
りの2名は病死、1名は免責）。

上記裁判において、日本は世界征服の野望をもっ
て侵略を繰返し、世界の平和を乱した犯罪国家で
あると決めつけたのである。

そして、戦後の日本の、価値観及び歴史観の基礎
は上記裁判の史観（東京裁判史観）をベースにし
て形成されているのである。

例えば、日本の基本法である日本国憲法は、その
前文において「・・・平和を愛する諸国民の公正と
信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう
と決意した」と規定し、憲法9条は上記前文を受け
て「・・戦争と武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。・・・前項の
目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこ
れを保持しない」と規定されている。日本の基本法
である日本国憲法は上記東京裁判史観を基礎とし
ているのである。

又、日本の教育、殊に歴史教育においても、上記東
京裁判史観が基礎となっているのである。すなわ
ち、第二次世界大戦は（大東亜戦争）は、ファシスト
国家である日本、ドイツ等の侵略的野望を自由、民
主国家であるアメリカ等の連合国家が粉砕し、日
本を自由で民主主義的な国に解放したというので

東京裁判という洗脳

木村 眞敏 会員

ある。

2．東京裁判の問題点

それでは、今から東京裁判における主な争点を検
討することとする。

（1）裁判官の構成の問題

裁判官はすべて、戦勝国かその植民地人で構成
されており、およそ公正な裁判を期待し得ない。

又、上記裁判官中、国際法の専門家はインドの
パル判事ただ一人であるというのも大きな問
題であった。なお、唯一の専門家である同判事
は、「被告人全員無罪」の判決を書いている。

（2）管轄権の問題

国際法上、戦争犯罪（捕虜虐待や非戦闘員へ
の攻撃）を裁く法的根拠はあるが、上記のよう
な、戦勝国側が敗戦国の国家指導者を裁く国
際法上の法的根拠は全くない。

（3）共同謀議について

共同謀議があったとされる期間（昭和3年～同
20年）に、内閣は十数回変わっており、論理的
に共同謀議などあり得ない。

世界征服を目的とした共同謀議というのは、い
わゆる、田中上奏文に基づいた仮説であるとこ
ろ、田中上奏文というのは、昭和２年、当時の
総理大臣田中儀一や山縣有朋らが世界征服
計画を謀議し、その内容が記載された文書を
天皇に上奏したというのであるが、当時、山縣
有朋は亡なくなっており、これが偽書であるこ
とは明白であった。従って、共同謀議説が成立
しない。

ところで、後日、上記文書がソ連のコミンテルン
（コミンテルンとは全世界を共産主義国家にす
るために作られた組織である）により偽造され、
世界中にばら撒かれたことが明らかになった。

なお、ルーズベルト大統領は、上記偽造文書に
より日本を叩き潰す決心をしたと言われており、
その被害は甚大である。

（4）平和に対する罪について

上記罪はパリ不戦条約を根拠とするものであ
るが、作成者の名を取って、ケロッグ（アメリカ



の国務長官）ブリアン（フランスの外務大臣）条
約ともいわれている。

同条項の解釈によれば、侵略戦争（何の挑発も
ないのに先制攻撃を仕掛けること）は許されな
いが、自衛戦争は許されるのである。

そして、ケロッグは、自衛行為であるかどうかを
決めるのは、当該国であると言うのである。しか
も、上記には罰則規定が存在しない。とすると、
上記不戦条約には何らの規範的意味は存在し
ないのである。

にもかかわらず、「平和に対する罪」で罰したと
いうことは、新たに法を創造したということであ
る。すなわち、事後法による処罰ということであ
り、近代法の大原則違反であり、文明の後退で
ある。

なお、ソ連は終戦直前に中立条約を一方的に
破棄して、満州やサハリンに攻撃を仕掛けてき
たのであり、これこそ明確な侵略行為である。

（5）人道に対する罪

上記の罪は、従来から戦争犯罪とされていた、
戦闘員や現場指揮者による捕虜虐待や非戦闘
員に対する攻撃ではなく、国の指導者が組織
的に上記所為を命じた犯罪のことであるが、我
が国の指導者で上記組織的命令を発したもの
はいない。

東京裁判における、上記組織的命令の認定は、
全く証拠に基づかない事実認定であり、およそ、
近代法に基づく裁判とは言えないものである。

そもそも、この罪も、犯行当時存在しなかった
罪であり、事後法による処罰ということであり、
近代法の大原則に反するのである。

なお、南京大虐殺は、中国が捏造し、朝日新聞
が本田勝一を使って拡大再生産したものである。

むしろ、アメリカの広島・長崎への原爆投下、東
京大空襲等のB29による絨毯爆撃やソ連によ
る60万人に及ぶ日本人捕虜のシベリア抑留、
満州における居留民に対する鬼畜行為こそ人
道に対する罪である。

3．東京裁判の有効性

そもそも、東京裁判自体国際法上有効なのであろ
うか。

東京裁判には国際法上の根拠はなく、マッカー
サーが制定した裁判条例が唯一の根拠である。と
ころが、そのマッカーサー自身が昭和26年にアメ
リカの上院の軍事外交合同委員会という公式の席
上で、「太平洋戦争は主として日本の防衛戦争だっ
た」と証言したのである。つまり、東京裁判の唯一
の根拠とされる条例の起案者が、公式の場で上記
戦争は侵略戦争ではなく防衛戦争であったと証言
したのである。

従って、上記東京裁判は上記時点で無効になった
ものと言わなければならない。

ところが、驚くべきことに日本のマスコミは、現在に
至るまで上記マッカーサーの証言を全く報道しな
かったのである。というのも、彼らは、後述のように
東京裁判史観を承認することによって出世した者
たちであるところ、上記マッカーサー発言は彼らの
出世の根拠を無効にするものだからである。

そもそも、現在、世界の国際法学会では、東京裁判
を有効という学者は一人もおらず、無効というのが
定説である（終戦当時、東大の国際法の教授で
あった横田喜三郎はGHQに迎合して国際法上有
効であると主張し、最高裁長官に出世した）。

更に、1995年にヴェノナ文書という驚くべき文書
が公開された。このヴェノナ文書というのは、1940
年頃～1948年頃の間、アメリカのコミンテルンが
モスクワの本部に送った秘密電信文書であり、同
文書にはその国での工作内容等や本部からの指
令が記載されていた。

上記公開文書によれば、今次の戦争は、「日本が一
方的に侵略を開始したものではなく、コミンテルン
に操られたルーズベルト政権が日本を戦争に追い
込んだのであり、戦争責任は彼らの方にこそある」
「日本はむしろ被害者である」というのである。

アメリカの保守派の研究者や政治家の間では、近
現代史の見直しが始まっており、最早、東京裁判史



観が否定されようとしているのである。

ところが、日本では、一部の知識人が（歴史学者で
はない）アメリカの上記状況を紹介しているが、肝
心の歴史学者は全く反応が無く、未だに従来の東
京裁判史観に浸っているだけである。

彼らは、後述する敗戦利得者たちの弟子たちであ
り、親分の東京裁判史観を承認することによって出
世したものたちであるから、親分を否定するような
学説を承認することができないのである。

要するに、東京裁判は裁判という用語を使っては
いるが、法的根拠もなく、勝者が敗者を一方的に
裁いているリンチに過ぎないのである。裁判に名
を借りた復讐劇にすぎないのである。

現に、起訴状が提出された日は1946年4月29日で
天皇（昭和天皇）の誕生日であり、死刑執行日は
1948年12月23日で皇太子（今上天皇）の誕生日
であった。

なお、1952年、上記終身乃至有期のA級戦犯者に
ついては、4000万人の赦免を求める署名と衆院
の決議により、赦免となっている。上記赦免はサン
フランシスコ講和条項の要件（連合国の同意）に基
づきなされたものである（この時期以降、日本には
A級戦犯は存在しないのであるから、A級戦犯が存
在することを前提とする靖国問題の議論は意味不
明と言わざる得ないのである

4．「ウォー ギルト インフォメーション プログラム」の
甚大な影響

（1）「WGIP」の一環としての東京裁判　

大東亜戦争において日本軍はあまりにも強
かったので、アメリカは日本を二度と刃向えな
い国にするために、日本国憲法の9条を押し付
けて戦争放棄を誓わせ、更に、「WGIP」、つまり、
日本人に今次大戦の罪悪感を植え付けて、日
本人としてのアイディンティテーを崩壊させる
ことを企図したのである。

東京裁判は、上記「WGIP」作戦の一環であった
が、その全てではなかった。

（2）公職追放

GHQは、以下の如く、遠大な国家改造にとりか
かったのである

まず、GHQは終戦の年の昭和20年～同27年迄
日本全土を軍事占領し（ポツダム宣言違反）、
日本の主権を奪った（これもポツダム宣言違

反）。この間、GHQは、上記日本国憲法を作成し
て日本に押し付け、公職追放を実施し、20万人
余りになる管理職を追放した（これもポツダム
宣言違反、松下幸之助、盛田昭雄、石橋湛山、
鳩山一郎等も追放された）。

なお、公職追放を指揮したのは、GHQのノーマ
ン、羽仁五郎や都留重人等々言われている。羽
仁は左翼の大御所であり、ノーマンや都留はコ
ミンテルンであった（コミンテルンとは、レーニ
ンが世界中で共産革命を起こすために作った
組織であり、中国共産党はコミンテルン中国支
部であり、日本共産党はコミンテルン日本支部
である。上記支部の経費はソ連から出ていた）。

彼らが実施した公職追放のあとを埋めた者た
ちは、多くはマルクス主義者やGHQに対する迎
合主義者であった。

例えば、京大の学長になった滝川幸辰は無政
府主義刑法を出版し、法大総長になった大内
兵衛は人民戦線事件に関わった者であるし、
一橋大学学長になった都留重人はコミンテル
ンであったし、東大総長になった南原繁や矢内
原忠雄はサンフランシスコ講和条約の締結に
反対したり、日本の滅亡を祈念した者たちで
あった。

このような者が一流大学のトップの座に就いた
ため、多くの大学の教授も左翼化し、更に、彼ら
の教え子たちも左翼化し、左翼が拡大再生産さ
れていったのであり、その影響は甚大なものと
なった。

（3）徹底した事前検閲

又、GHQは徹底した報道規制を実施し、連合国
（アメリカ、イギリス、中国、ソ連等）に対する批
判」「朝鮮人に対する批判」「GHQに対する批
判」「GHQが憲法を作成したことの批判」「検閲
への言及」「満州における日本人への処遇の批
判」「東京裁判批判」「ナショナリズムの宣伝」
「大東亜共栄圏の宣伝」等を禁止する30に及
ぶ報道規制を強行した。

新聞、ラジオ、出版物（約8000点の出版物が発
禁となった）、信書等の事前検閲を実施し、連
合国に都合の悪い言論を一切封殺した。結果、
GHQに迎合する言論やマルクス主義者の言論
ばかりが横行したのである（例えば家永三郎は
（東京教育大学）皇国史観から唯物史観に鞍替



開会の挨拶（西田会長エレクト）

次年度の2660地区の山本ガバナーエレクトによりま

すと次年度の地区のテーマはRIのテーマと同じく「BE 

THE INSPIRATION　インスピレーションになろう」だ

そうです。

世の中に良い事をする為に、変化を恐れず持続可能

な奉仕活動の基盤を作り、クラブを活性化させましょ

う。だと理解しました。

中之島ロータリークラブの次年度のテーマはそれに

日　時：2018年3月8日（木）11：30～12：10
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：西田・村橋・木村・金森・辻（義）・井本・嶽下・村上・北村（譲）・戸田・檜皮・藤本・安達　以上13名（敬称略）
欠席者：北村（薫）　以上1名（敬称略）
オブザーバー：早瀬会員

2018-2019 年度 第二回　ノミニー理事会議事録

沿って今月中に決めたいと思っております。

本日も活発な議論をお願い致します。

審議事項

1. 2018-2019年度　年間行事計画（案）について

特に確認しておくべき事項は、福田ガバナー補佐の大

阪中之島ロータリークラブへの公式訪問日は8月2日、

大阪大手前ロータリークラブがホストの三世代合同

例会は12月15日（土）と決定している。

えし、宮澤俊儀（東大教授）は8月革命説で現憲
法を擁護し、公職追放を免れた）。

上記検閲を実施した当局であるGHQの民生局
は、その中心メンバーのホイットニーとケー
ディスは社会主義者であったし、ノーマンは前
述のごとくコミンテルンであった。

従って、彼らの検閲によって左翼的な言論が横
行することとなったのは、けだし当然であった。

なお、上記検閲に協力した日本人の数は5000
名余りと言われ、彼らが戦後、いわゆる、進歩的
文化人として言論界を支配したと言われている。

GHQは上記報道規制の一方で、ラジオや新聞
で「真相はこうだ」という番組や「太平洋戦争
史」という連載記事で東京裁判史観を流し続け、
日本国民を洗脳し続けたのである。　　

（4）敗戦利得者の居座り

ところで、上記公職追放の影響は甚大であった。
公職追放により空いたポストに居座った連中
は、前述の如く左翼かGHQへの迎合者（以下彼
らを「敗戦利得者」という）であった。

昭和27年サンフランシスコ講和条約発効後、
日本は独立したのであるから、本来なら、原状
回復、すなわち、上記公職追放になった人たち
が、もとのポスト戻るべきであったが、一部の業
界（しかし重要な部門）では上記敗戦利得者が
居座りつづけたのであった。

自由競争にさらされている業界では無能なも
のを要職に置く余裕はないので、上記敗戦利
得者は淘汰されたが、倒産リスクの少ない教育
界、大学の文科系では、上記敗戦利得者やそ
の迎合者である弟子たちが現在まで居座って
いるのである。

又、マスコミ界は企業ではあるが、広告料を基
本収入にしているところ、放送界は4社（NHKは
除く）で電波を独占し、新聞は4社でシェアを独
占しているため、自由競争がほぼなく、従って、
未だに上記敗戦利得者及びその迎合者が居
座っているのである。

以上の結果、大学、教育界、マスコミ等では、上
記東京裁判史観、つまり、日本を貶める自虐史
観に基づく反日教育や報道が、戦後現在に至
るまで行われ続けているのである。

また、次年度のベトナム訪問は2019年1月13日～17

日に決定しましたので、是非ご参加ください。

2. 会社事業所創立記念贈呈品について

現行に継続で決定

3. 誕生日・結婚記念日贈呈品について

現行に継続で決定

但し、結婚祝いの胡蝶蘭が夏場は適さないので希望

により贈呈時期の変更を可能とする。

4. 例会時の昼食について
現行の1か月に1回のミリオンダラーミールはチラシ

寿司で通しているが、次年度はチラシ寿司→カレーラ

イス→かつ重→親子丼のローテーションで回していく。

　⇒［ 承認 ］

5. 各委員会の次年度年間計画について
3月中には次年度の西田会長の活動方針が決まるの

で、それに基づいての各委員会の年間計画書を4月中

に提出すること。

　⇒［ 承認 ］

6. 成美学寮の支援について
引き継ぎのお願いを奈良ロータリークラブの小山会

長宛てに提出中であるが、未だ返事が無いので継続

審議事項として次回のノミニー理事会に持ち越すこと。

　⇒［ 承認 ］

木村会長ノミニー閉会挨拶

理事会の集まりも良く、みなさんの熱意が強く感じら

れる。今後もこの雰囲気を持続して次年度頑張って

いきましょう。



日　時：2018年3月8日（木）　13：40～14：10
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村（眞）・杉村・北村（譲）・早瀬・辻（一）・嶽下・山本・辻（義）・藤本　以上11名（敬称略）
配布資料
　1．2017-2018年度下半期年間行事計画 2．米山奨学生世話クラブのお願い

2017-2018 年度 第9回　3月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

今年度の理事会もあと2回と残り僅かで御座います
が、本日の理事会も皆様には活発な議論を宜しくお
願いいたします。
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・阪中之島RC会員出席者
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・実施時期：2018年4月～6月の期間で調整中

3. 年間行事予定の件

・台北福齢RC訪問

2018年6月9日（土）～6月11日（月）

4. 米山奨学生の件

・2018年度　大阪中之島RC　新規米山奨学生

氏名：簫　宇庭（ショウ　ユーティン）

性別：女

国籍：台湾

大学：大阪コミュニケーションアート専門学校

　　  アニメーション専攻　専修

奨学期間：2018/04/01～2019/03/31

5. 職業奉仕委員会

・ユニバーサル園芸社　会社訪問

平成30年4月5日（木）12：30～

・当日のお弁当について

当初予算は1食当たり¥3,000を予定していたが早

瀬委員長のご好意で1食当たり¥7,000のお弁当に

変更

その差額分は早瀬委員長の負担とする。

6. 地区からの台湾の東部地震に対する地区義捐金
募集について

・大阪中之島RC独自で大阪中之島RC会員による任意

の募金額¥186,000＋特別会計震災関連積立金か

開会の挨拶（西田会長エレクト）

次年度の2660地区の山本ガバナーエレクトによりま

すと次年度の地区のテーマはRIのテーマと同じく「BE 
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本日も活発な議論をお願い致します。

審議事項
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大阪大手前ロータリークラブがホストの三世代合同

例会は12月15日（土）と決定している。

また、次年度のベトナム訪問は2019年1月13日～17
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2. 会社事業所創立記念贈呈品について

現行に継続で決定

3. 誕生日・結婚記念日贈呈品について

現行に継続で決定

但し、結婚祝いの胡蝶蘭が夏場は適さないので希望

により贈呈時期の変更を可能とする。

4. 例会時の昼食について
現行の1か月に1回のミリオンダラーミールはチラシ

寿司で通しているが、次年度はチラシ寿司→カレーラ

イス→かつ重→親子丼のローテーションで回していく。

　⇒［ 承認 ］

5. 各委員会の次年度年間計画について
3月中には次年度の西田会長の活動方針が決まるの

で、それに基づいての各委員会の年間計画書を4月中

に提出すること。

　⇒［ 承認 ］

6. 成美学寮の支援について
引き継ぎのお願いを奈良ロータリークラブの小山会

長宛てに提出中であるが、未だ返事が無いので継続

審議事項として次回のノミニー理事会に持ち越すこと。

　⇒［ 承認 ］

木村会長ノミニー閉会挨拶

理事会の集まりも良く、みなさんの熱意が強く感じら

れる。今後もこの雰囲気を持続して次年度頑張って

いきましょう。



ら¥314,000を充当し、合計¥500,000を台北福齢RC

にすでに送金済みで、その実情を報告し大阪中之島

RCとしては、今回の地区義捐金募集には拠出しない

事を地区に回答する。

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

お疲れ様でした。今年度あと4ヶ月ですが、クラブ発展
の為、皆様には今年度の最後までご協力をお願い申
し上げます。

【’18年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1193

1194

1195

1196

36

37

38

39

移動例会

（ユニバーサル園芸社において）

第11回5月度理事会

第3回ノミニー理事会
卓話担当：村上会員

卓話担当：西田会員

卓話担当：岡本会員

地区研修・協議会（ホスト：大阪南）
　日程：4/7（土）

◆春のRYLAセミナー（ホスト：未定）

国際大会
　日程：6/24（日）～27（水）
　会場：カナダ・トロント

【’18年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

-

1197

1198

1199

1200

-

40

41

42

43

祝日②

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

卓話担当：下岡会員

卓話担当：坂本会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島会員

　

【’18年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1201

1202

1203

1204

44

45

46

47

委員会報告

会長・幹事退任挨拶

下半期新入会員歓迎会　夜例会

7月度第1回理事会

各委員長・小委員長

卓話担当：嶽下会員

卓話担当：満村会員

村橋会長、辻義光幹事



エバンストン訪問記

ホテルにチェックインの後、One  Rotary  Centerに行って来ました。日曜日で玄関まででしたが、初めてのRI本部訪問

でした。

有名なブルースのライブハウスBuddy Guy's Legendsに行き、研修会のため

の鋭気を養いました。



歓迎レセプションで、Barry Rassin次年度RI会長と。

Mark Daniel Malony RI会長ノミニーと日本チーム ポールハリス像と握手

One Rotary Centerの最上階エレベーター前の財団本部とアーチ・クランフ・ソサイエティの事務所



職業奉仕委員会　早瀬委員長職業奉仕委員会移動例会
日時：2018年4月5日（木）12：30～13：30

場所：Universal Farm（茨木市）
　　  株式会社ユニバーサル園芸社
　　　  〒568-0095
　　　  大阪府茨木市佐保193-2
　　　  TEL：072（649）2266
　　　  FAX：072（649）1062

次第（案）：12：30～13：00　例会
　　　　 13：00～13：30　森坂 拓実 社長卓話
　　　　 13：30～　自由行動～園内案内有り

①例会場：会議室使用（25～30人可能）

②昼食：｢ちもと特製お花見弁当｣（会議室にて昼食）

③園内にレストラン・喫茶室有り～例会後自由行動

④移動例会当日は現地集合・解散

⑤2018年3月22日（木）例会後最終下見予定（自由
参加：現地集合・解散）

⑥職業奉仕委員会委員：2018年4月5日（木）11：
30現地集合

⑦太閤園から早瀬委員長のお車で移動例会場に行
かれる会員の方は人数の確認のため戸田副委員
長・檜皮副委員長までご連絡ください（福田会員・
木村会員・金森会員連絡済）

　場所：10：00～　太閤園集合

＊職業奉仕委員会開催のお知らせ＊
日時：3月29日（木）11：30～
場所：例会場前にて
4月22日（木）の移動例会についての最終打ち合
わせをさせて頂きます。ご出席宜しくお願いいた
します。



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 82.75 %
2月15日の修正出席率 93.10 %

●メイクアップ
藤本 淳司   2 月  3 日 地区補助金セミナー
北村 　譲   2 月  3 日 地区補助金セミナー
栗山 博道   2 月  3 日 地区補助金セミナー

ニコニコBOX

村橋：花粉症に注意しましょう

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

嶽下：木村会員の卓話、楽しみにしています。ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：木村さん、卓話楽しみです。

前田：3月18日、民謡と和太鼓の発表会です。左足と右
腕を骨折した私がどこまでやれるか・・・

村上：木村会員、本日の卓話楽しみです。ニコニコ

満村：ニコニコ

戸田：早退します。すみません。

梅原：木村さん、卓話楽しみです。

藤本：ニコニコ

本日合計 : ￥26,000
累　計 : ￥1,349,000

8
3

本日のメニュー

小　鉢 竹の子と白魚の唐揚げ

造　り きびなごと焼〆平目

煮　物 飛竜頭　ベーコン　桜麩　菜の花

八　寸 赤魚木の芽味噌焼き　半熟卵
 いかなご　若竹袱紗　こごみ

蒸　物 道明寺のさくらの葉蒸し

食　事 枡いくらちらし寿司（お替りは白御飯になります）

赤出汁

今週のラジオ体操

野球部練習開始！！
3月10日（土）7：00より淀川河川公園のグランドにて今

年初めての練習を行いました。

今回は野球部6名＋杉村さんの奥様と少し寂しい練習

となりました。6月の甲子園、そしてガバナー杯での勝利

に向け次回の練習は大勢の参加をお願いします！

野球部以外の方も運動不足解消や健康の為に是非ご

参加ください。

最後に安達監督より一言 “こんな人数ではまともな練習

が出来んわ！それにしても吉田さんの動きは素晴らしい

なあ！だんだんうまくなってるし！！”

野球同好会 監督　安達 昌弘


