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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
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ロータリー理解 推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2097回）

２）ソング

ふじの山

次週（２月３日）のお知らせ
１）例 会

（2098回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓 話 「三象噺（さんぞうばなし）」

３）ソング 君が代・奉仕の理想

桂 三象 様

４）卓 話 世界理解月間記念卓話

髙田 肇会員紹介

「地区国際奉仕・ＷＣＳ委員会の仕事」

４）第2
４）第2回被選理事会

地区国際奉仕・ＷＣＳ委員長 小林 澄子様
国際奉仕委員会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
今週月曜日１月１７日には、各地で阪神、淡路
大震災に対する追悼行事が行われました。
あの震災から１６年が過ぎ、ほとんど建物も
建ち復興がなされたものと思っておりました
が、今もって更地のままのところが多く残って
いるとの報道に接し、復興問題の根は深いと改
めて感じさせられました。そして、犠牲者を出さ
れた遺族の方の「心の復興」というものも道半ば
ということを、強く考えさせられました。
１月は、「ロータリー理解推進月間」となって
おります。松本ガバナーは、１年の初めである１
月こそ各会員が、
「ロータリーに関する理解をも
う一歩深めて見よう」という姿勢を持とうと
いっておられます。又、理解の推進は会員増強に
も大きな成果をもたらすといっておられます。
仮に、目の前に入会希望者がおられるとしてあ
なたは入会のメリットをいくつ上げられます
か。ロータリーの魅力について説得力あるお話
が出来ますか、という問いかけもしておられま
す。私は、まず月１回発刊されます「ロータリー

の友」にたとえ３０分でも目を通せば、ロータ
リーを理解する大きな助けになると思っていま
す。皆様もどうぞお目をお通し下さい。
本日会長報告１件御座います。
（財）ロータリー米山記念奨学会より、勝見哲
朗会員、川原和彦会員、中島康之会員、小澤満会
員、大矢平冶会員、高田肇会員に米山功労者の感
謝状が届いておりますので後程お渡しいたしま
す。尚、当クラブにも功労クラブ（４９回）の感
謝状が届いております。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「大阪天満宮観梅のご案内」を本日お配りし
ております。ご返事を事務局までお願いいた
します。
②「タイ国訪問スケジュール・参加メンバーの
ご案内」を関係各位にお配りしております。
③№1・2・3・6テーブル情報集会のご案内を本日
お配りしております。多数のご参加をお願い
いたします。
④「2011～12年度理事・役員 新年懇親会」の出欠
のご返事を事務局までお願いいたします。
⑤下半期の会費のご請求をさせていただいてお

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
67名
会員出席
49名(58名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
9名

りますのでよろしくお願いいたします。
⑥１月21日（金）午後から「殺虫剤散布」のため
に事務局を閉めさせていただきますのでよろ
しくお願いいたします。
⑦例会終了後、2月度定例理事会を10Ｆ「京都の
間」にて開催いたします。関係各位宜しくお願
いします。

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いします。 西井 幾雄
誕生日自祝
小澤 満
結婚記念日自祝
岡本 健
結婚記念日のお花ありがとうございました。
高良 尚志
本日も沢山のニコニコ有難うございました。
ＳＡＡ一同
23年
23年1月20日
20日

合計金

26,000円
26,000円

累計金 1,770,090円
1,770,090円

）内は会員総数を基準とした値

1月20日の出席率
84.48％
４週間前（12月16日）の
メークアップを含む出席率 90.16％
メークアップ実施会員
4名（欠席者10名)
として総合し、相互比較することにより、各大学
の強みと弱みを明るみにすることを目的として
います。それを通じて大学の経営課題と将来戦
略の基本方向を検討する素材を提供することが
狙いです。少子化の進行と大学進学率の停滞が
現実化するなかで、関西の最大級の「地場産業」
ともいえる大学の動向は、人材供給源というだ
けでなく、大学という貴重な知的・文化的ソフト
インフラの将来を見定めるうえで、決して見逃
すべきではないと考えます。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
２月第１例会のお知らせ
日 時：２月２日（水）19:15～20:50
内 容：「『水』について学び
生活に役立てよう」
（担当：専門知識開発委員会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 山西 健介
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：１月３１日（月）

☆☆ 先週（1
先週（1 月 20 日）の卓話 ☆☆
「ＮＰＣ大学問題研究所」
NPCｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ大学問題研究所所長
阿部 功 様
西井 幾雄会員紹介

・野菜のポタージュ
・牛フィレ肉のミニッツステーキ
柚子味噌風味の里芋とオニオンと林檎入り
和風醤油ソース
・メープルシロップと金柑のタルト、キルシュの
アイスクリーム添え ・ブレッド ・コーヒー

ふじ の山山山山

文部省唱歌
作詞 巌 谷小波
作曲 不詳

一 あたまを雲 の 上に出し
四方 の山を 見おろして
かみなりさまを 下に聞く
富士は日本 一の山
二 青空高く そびえ立ち
からだに雪 の 着物着 て
霞 のすそを 遠く曳く
富士は日本 一の山

去る12月10日、ＮＰＣ大学問題研究所は、関西
大学高槻ミューズホールにおいてシンポジウム
『危機の時代の大学経営』を開催しました。国立
教育政策研究所所長 德永保氏と朝日新聞出版
『大学ランキング』編集長 中村正史氏を招へ
いし講演とパネルディスカッションを行いまし
た。
その折、当研究所は、関西の28大学の公表デー
タをもとに、その「大学力」を「入学力」「学士
力」「教育力」「研究力」「社会力」「財務力」
の6軸で分析し、レーダーチャートとして図示し
ました。
この「大学力レーダーチャート」は、各所で試
みられている「大学ランキング」とは異なり、大
学に優劣をつけるものではありません。大学の
経営資源を上記6軸で整理し、それを「大学力」

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

