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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＭＡＲＣＨ １８ ２０１０ ＮＯ．２０５９
識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（３月２５日）のお知らせ

１）例 会 （2060回）
１）例 会 （2059回）
２）ソング それでこそロータリー
２）ソング 日も風も星も
３）卓 話 「救える命を救うために」
３）卓 話 「無題」（当日のお楽しみ）
あなたはＡＥＤ
ＡＥＤを使えますか？
ＡＥＤ
桂 吉坊 様
大阪市中央消防署 署 長
藤嶋 誠様
木村 忠夫 会員紹介
消防司令 本田 義弘 様
４）第4
４）第4回被選理事会
消防司令補 吉川 幸弥 様
消防師長 山川 真澄 様
職業奉仕委員会
４）4
４）4月度定例理事会

☆☆ ３月度の結婚記念日 ☆☆
永田 秀次
荒木 幾夫
在本 茂
徳岡昭七郎

郡 悦清
石田 道夫
川本 浩
松宮 清隆

山田 滋也
鍬田 充生
目幸 文範
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ご来訪のビジターの皆様、ようこそお越し下
さいました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。
会員の皆様多数のご出席ありがとうございま
す。さて、3月に入り序々に暖かくなってくると
思って居りましたら、寒さが逆もどり、各地で大
雪を降らせ、空・鉄道・道路と混乱させておりま
す。皆様のお体の調子はいかがでしょうか？風
邪などお引きになりませぬようにお気を付けく
ださい。
先週は情報集会が２度開かれ、本日の集会が
今年度最後のものとなりました。これで本年度
は合計11回もの情報集会を開いて頂いたことに
なります。その都度お世話いただきましたテー
ブルマスター・サブテーブルマスターの方々に

厚く御礼申し上げますとともに、ご参加頂きま
した会員の皆様には、色々と貴重なご意見を頂
きまして、誠にありがとうございました。
来る４月25日には大阪天満橋ローターアクト
クラブの創立３０周年記念式典が開かれます。
今日はその案内のため、ＲＡＣから実行委員長
の染井聡さんが来場していますが、会員の皆様、
願わくば全員登録・参加を以って力強いご支援
を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①本日「春の家族会ご案内」をお配りしていま
す。多数のご参加をお願いいたします。
②本日17：30より中央電気倶楽部にて№３・４
テーブル情報集会が開催されます。
③次週例会前11：00より10Ｆ「京都の間」にて第
４回被選理事会が開催されます。本日案内し
ていますので関係各位よろしくお願いいたし
ます。
④本日例会終了後、10Ｆ［平安の間］にて臨時理
事会が開催されます。関係各位よろしくお願
いいたします。
⑤本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願いいたします。

☆☆ 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

３名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

72名
51名(63名)
23名
12名

敬称を略す

２１ヵ年在籍表彰自祝
二宮 秀造
本日は拙い卓話です。ご辛抱下さいませ。
石田 道夫
情報集会、遅刻すみませんでした。 安田 義治
南川先輩、土井先輩、先日は楽しいテーブル情
報集会、大変お世話になりました。 森本 章裕
鍬田会員、中川会員、川原会員、先日は楽しい
お招きありがとう御座いました。 衣斐 孝雄
中川パスト会長、又々お世話になり、ありがと
うございました。
川原 和彦
例会連続欠席のお詫び
川原 和彦
小唄の会、欠席お詫びします。
川原 和彦
平成22
平成22年
22年3月11日
11日

合計金

）内は会員総数を基準とした値

3月11日の出席率
80.95％
４週間前（2月18日）の
メークアップを含む出席率 90.91％
メークアップ実施会員
7名（欠席者13名)
媒）、ハウス栽培光合成（トマト・イチゴ・メロ
ン等の光合成促進）、化学原料（各種化学品の原
料）、超臨界洗浄（特殊洗浄用途）、お芝居や結
婚式等での演出用等様々な分野で有効利用され
ております。このようなＣＯ２を悪者扱いしな
いで下さい。お願いいたします。

★ No.１・２テーブル情報集会
No.１・２テーブル情報集会 ★

37,000円
37,000円

累計金 2,339,000円
2,339,000円

☆☆ 先週（3
先週（3月11日）の卓話
11日）の卓話 ☆☆
「ＣＯ２って！そんなに悪者なの？」
石田 道夫 会員
近年ＣＯ２削減が世界の重要なテーマと位置
付けられており、削減は当然必要なことです。そ
れ故、「ＣＯ２＝悪者」とのイメージを持つ人も
少なくないように思えます。果たしてそうなの
でしょうか？人間が森林を異常に伐採したり、
工場や車からの大量の排出によって自然のバラ
ンスを崩しただけのものではないでしょうか？
現在ローリー車やボンベで流通しているＣＯ
２には、気体（炭酸ガス）・液体（液化炭酸）・
固体（ドライアイス）の三つの状態があります。
石油化学プラント、石油精製プラント、アンモニ
ア工業、製鉄工業等からの副生炭酸ガスが主な
ガス源で、他にビールやウイスキーの醸造行程
からの回収ＣＯ２もあり、これらの粗ＣＯ２を
回収し、完全に精製・液化して作られるリサイク
ルガスであって、新たにＣＯ２を発生させるも
のではありません。
これらの用途としましては、その性質の不活
性・水に溶けやすい・低温・不燃性等を生かして、
溶接（ビル建設や造船・自動車製造等）、製鋼（製
鋼過程の高炉底吹き用）、飲料（ビール・炭酸飲
料）、アルカリ水中和（コンクリートから排出さ
れるアルカリ排水の中和）、冷却・輸送（食料品
等運搬時の冷却）、消火（水の使えない場所等の
消火）、冷媒（エコキュート・カーエアコンの冷

３月４日（木）大阪第一ホテル６階「ラヴェン
ダー」にて、郡会長をはじめ１６名の皆様のご参
加を得て、No．１・２テーブル合同の情報集会を
開催しました。
郡会長、重里ガバナー補佐のご挨拶後、福井パ
スト会長の発声による乾杯で会は和やかに始ま
りました。季節の日本料理に舌鼓を打ちながら、
近況報告や活発な意見が飛び交いました。大い
に盛り上がり、会員間の絆が一層深まったので
はないかと思います。
最後に、坂本パスト会長にご挨拶を頂き、それ
ぞれ奥様へのささやかなプレゼントを持って散
会致しました。ご参加頂きました皆様に感謝申
し上げます。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
３月第２例会のお知らせ
日 時：３月２１日（日）10:00～12:00（予定）
内 容：「大阪城周辺クリーンハイク」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：ＪＲ環状線 森ノ宮駅の改札を出た
ところにご集合下さい。
※いつもと変更になっておりますので
ご注意ください。
登録料： 無料
登録先：幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：３月１９日（金）

★ №５・６・７・８テーブル情報集会 ★

３月６日（土）午後０時半より、京都「菊乃井
本店」にて№５，６，７，８テーブル合同の情報
集会を開きました。郡会長、中村会長エレクト、
鍬田副会長、梅本幹事、山村幹事エレクトにご出
席いただき、３つ星に輝く創意溢れた老舗の料
理を心ゆくまで味わいました。
週末のお昼、この京都で情報集会をもつのは
昨年の№３テーブルに続いて二度目ですが、な
かなかいいものですね。お世話いただいた中川
パスト会長、高良直前幹事に感謝申し上げます。
その後は、藤井パスト会長のご案内で円山公園
の「長楽館」にてコーヒーブレイク。楽しい半日
でした。
出席者：郡会長、中村会長エレクト、鍬田副会長、
梅本幹事、山村幹事エレクト、川本、
福原、勝見、高田、藤井、中川、大矢、
高良、成松、永田、井戸、橋本、石田、
吉野、山田雅浩、安田、岸本

★ No.３・４テーブル情報集会
No.３・４テーブル情報集会 ★
３月１１日（木）、９６年の歴史を誇る中央電
気倶楽部で№３・４テーブル合同の情報集会が
開かれました。郡会長、鍬田副会長、梅本幹事の
ご出席を得、総勢１２名が集まって、蕗、筍、蛍
烏賊など季節の食材を使った美味しい和洋の料
理を味わい、ワインなどを嗜みながら、いろいろ
と意見を交わしました。
今後の奉仕活動への参加の決意が語られたの
をはじめ、情報集会・家族会などへの参加が大切
であること、クラブ活性化のための貴重な一方
策の提唱、３世代クラブ協同社会奉仕事業につ
いての提言、ロータリー活動についての世間一
般に対するＰＲの必要性、若くてまじめな会員
が当クラブの伝統を守ってくれること、その他
「私の健康法」などなど、活発な意見交換があ
り、最後に二宮会長ノミニーが「会員各自が自覚
と責任を持ち、各種行事には積極的に参加する
ことが大切である。体当たりすることで道は拓
ける。」と締めくくりました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・グリーンアスパラガスのクリームスープ
・空豆のガレットに鰆のムニエルを載せて、
赤ワインソースとブールブラン
・フルーツ
・ブレッド ・コーヒー
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間・ 界ローターアクト 間によせて

国 ロータリー 2660 区

大谷

ガバナー

三月は

間です。識字率向上のため

のため、教育に誠意を注いでくれました。我々はそ

のプロジェクトは1986年、国際ロータリーの長期計

のような外国人を今でも尊敬しています。ロータ

画の中に強調事項として揚げられて以来２０年を超

リー綱領Ⅳ項：ロータリーの世界的親交を通し

え、各所で成果が認められますが、これこそ「九牛一

て、発展途上国の識字率向上に誠意を示すことは、

毛」を肝に銘じる必要があります。

日本国の道義を高め、ロータリーのイメージアッ

地域の識字率は、その地域の生活水準を反映する

プにつながると信じています。

ものであり、地域の生活水準を上げるためには識字
率の向上は必須です。
乏水・飢餓・貧困からの一時的な救済ではなく、
恒久的な問題解決のためには識字率の向上は不可欠
です。

1993年、ローターアクト（ＲＡ）の創立25周年を
記念して、３月13日を含む週を「世界ＲＡＣ週間」
に指定しました。
ＲＡＣを提唱している各ＲＣには必ずＲＡ委員

我々がＷＣＳプロジェクトを計画する時、識字率

会が設けられています。又、提唱ＲＣとＲＡＣはお

向上に関するプロジェクトは、その地域の長期的な

互いに四半期に一度は特別プログラムに招待し合

発展に最も必要なものの一つである事は確かです。

うことが推奨されています。お互いの交流によっ

限られた資金を如何に使うか、現地ＲＣとよく相談

て若さや知識、経験、価値観などを分かち合うため

し、
長期的視野に立った検討をする必要があります。

であり、若者に良き社会人として育って貰うため

我が国が明治維新を経ていち早く先進国の仲間

であります。ロータリーの価値観を抱いて何年か

入りが出来たのも、それまでの寺子屋などによる素

後にロータリアンとなる若者はロータリーの未来

地があったとはいえ、明治政府の行った教育制度の

であります。

徹底による識字率の高水準と外国人宣教師などによ

今期、第2660地区では初めて関西大学にＲＡＣ

る女性の教育が大きな役割を果たしたといわれてい

が吹田江坂ＲＣの提唱によって結成されました。

ます。
母親が教養を身につければ、
必ず子供に伝わり

創立に尽力下さいました各位に深く感謝します。

ます。

歴史ある有名な大学にできたＲＡＣです。12月12

今や世界は狭くなり、人口増加、環境破壊、国際

日のＲＩ認証伝達式は、吹田市長、関大の理事長、

紛争、核武装など人類の直面する問題は地球規模で

学長などの大学関係者や多数の地区役員出席のも

考えなければならない様相を呈しています。低い識

と盛大に行われ、新しく国際ＲＡＣの一員に加わ

字率はその国の問題だけでは済まないのです。日本

りました。夫々のＲＡＣ例会への参加を通して、ご

開国当時、心ある外国人が日本社会の生活水準向上

支援をよろしくお願いいたします。
ガバナー月信３月号から転載

