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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

ＪＵＬＹ １５ ２０１０ ＮＯ．２０７４
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

（2074回）

次週（７月２２日）のお知らせ
１）例 会

ロータリー讃歌

３）卓 話 「公認会計士と監査」
在本 茂会員
４）ロータリー財団100
４）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ゲストの皆様、ようこそお越し頂きました。ど
うぞごゆっくりお過ごし下さい。会員の皆様、本
日も多数のご出席有難う御座います。
“昨日は七夕の日でありましたが、皆様天の
川をはさんでの、織姫星、牽牛星をご覧なられま
したでしょうか。
私が夜10時頃見上げた空では織
姫星は見えていましたが、残念ながら牽牛星は
見えませんでした。
さて、先週はタイ国ＲＩ３３５０地区より７
名のロータリアンを例会にお迎えしましたが会
員の皆様より暖かいご協力を頂き誠に有難う御
座いました。タイの皆様は当クラブの歓迎に大
変感激、満足をされて、７月３日（土）早朝の新
幹線で箱根に向けて大阪を離れられました。
今年度もＷＣＳ事業として、タイの白内障手
術及び眼鏡の提供プロジェクトを推進する予定
です。ＲＩの承認を得ましたらタイを訪問しな
ければなりません。会員の皆様多数タイへの
ミッションに参加されることを御願い申し上げ
ます。
１昨日、７月６日に青少年留学生としてアメ
リカ、ミズーリー州に派遣しておりました、駒谷
瑞穂さんが無事帰国いたしました。
次に、昨日大阪天満橋ロータアクトクラブの

２）ソング

（2075回）
我は海の子

３）卓 話 「食育とスローフード」
大阪スローフード協会
理事長 不破 三枝子 様
勝見 哲朗会員紹介
４）8
４）8月度定例理事会

初例会があり、山本副会長、山村幹事はじめ多数
のロータリアンと共に参加してまいりました。
橋村会長、山西幹事はじめ１５名の会員でのス
タートとなっています。今年１年間もロータア
クトクラブが有意義な活動、奉仕を実践してゆ
くことを期待し、当クラブとしても全面的に応
援してゆきたいと考えております。会員の皆様
のご協力も宜しくお願い致します。
最後になりましたが本日13時30分より、
第一回
回クラブ協議会を開催いたします。このクラブ
協議会がクラブの活動の全容を理解できるよき
場であると思います。理事、役員、委員長様だけ
でなく多数の会員の皆様の参加も宜しくお願い
致します。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「2010年秋の初級ライラ及び上級ライラ」
のパ
ンフレットを本日お配りしています。
②青少年交換プログラム 「2010～2011年度 派遣
学生募集要項が」届いております。詳細につき
ましては掲示板をご覧ください。
③「2010～11年度上半期会費のご案内」をさせて
いただいております。お振込みよろしくお願
いいたします。
④本日13：30～当例会場において「クラブ協議
会」を開催いたします。お時間の許されます会
員各位の多数のご参加をお願いします。

☆☆ 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

０名
５名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
53名(61名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
8名

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話、白石さんの話をよろしくお願い致
します。
橋本 守之
今期もよろしくお願いします。
ＲＡＣ一同
誕生日自祝
川本 浩
誕生日自祝
中島 豊彦
川本先輩の誕生日を祝して
中川 政照
在籍42周年自祝
川本 浩
27ヵ年自祝
橋本 守之
27ヵ年在籍自祝
保倉 賢造
在籍21ヵ年自祝
安田 義治
13ヵ年在籍を自祝して
奥 崇
10ヵ年在籍自祝
山田 雅浩
在籍10ヵ年自祝
高良 尚志
6ヵﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
山本 喬一
6ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
梅本 知秀
6ヵ月ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ皆出席自祝
岡本 健
先週初例会には、多数の会員の皆様よりニコニ
コ頂き有り難うございました。引き続きニコニ
コへの御協力おねがいします。
中村 健輔
長期欠席のお詫び
内田 国雄
内田会員との再会を祝って
郡 悦清
中川先輩、川原先輩、鍬田先輩、先日は大変お
世話になりました。
森本 章裕
ソング・プログラムを担当します。初タクトで
す。よろしく
成松 正和
内田さん、久し振りのご登場うれしい限りです。
川原 和彦
タイ国3350地区ﾐｯｼｮﾝの来訪に際して皆様方のご
協力に感謝致します。
国際奉仕委員会
本日もニコニコを沢山頂き有難うございます。
ＳＡＡ一同
平成22
平成22年
22年7月1日

合計金

134,000円
134,000円

累計金

348,000円
348,000円

☆☆ 先週（７月８日）の卓話 ☆☆
「関西における一般日刊新聞の販売事情」
関西における一般日刊新聞の販売事情」
日本新聞販売協会近畿地区本部
事務局参与 白石正昭 様
橋本守之 会員紹介
一般日刊新聞は、紙面で発行本社名の前に
©=Copyright=を付し著作権、著作物であることを
表示している。昭和22年、独占禁止法が施行され
不当な取引、カルテルなどが禁止されたが、昭和

）内は会員総数を基準とした値

7月8日の出席率
86.88％
４週間前（6月10日）の
メークアップを含む出席率 89.06％
メークアップ実施会員
2名（欠席者9名)
28年に公正取引委員会が指定する商品と、
著作物
は法定商品として適用が除外された。独禁法の
中の24条の2=「再販売価格維持行為」であり、い
わゆる再販である。「指定商品」は順次廃止され
現在、再販で残っているのは新聞、書籍、雑誌、
レコード盤と音楽用テープ、音楽用CDの「法定商
品」の６品目だけである。
再販とは、メーカーが流通業者に対し価格を
拘束でき、守らなければ取引を解除するという
契約を結んでも不公正な取引に当たらないとさ
れるものだ。新聞には、外に「新聞業における特
定の不公正な取引方法」(特殊指定〉と「新聞公
正競争規約」がある。つまり読者への差別定価の
禁止とか、販売店へ注文部数を超えて新聞を送
らない。さらに読者への景品についても一定の
制限を加えるというものである。
こう言う環境にある中で、関西ではここ数年、
1万円を超える法外な景品類などが出回り、さら
に無代紙、値引きが横行し、
「関西の乱売」、
「乱
売の関西」とも椰楡されてきた。
ところが、世界的な不況とメデイァの多様化
で新聞業界全体は、かってない存亡の危機に陥
り、日本新聞協会販売委員会と日本新聞販売協
会近畿地区本部(橋本守之本部長)では、
昨年秋か
ら関係者が立ち上がり「正常化大会」を開くなど
近畿全域で、ルールに基づく販売目指して不退
転の決意で取り組んでいる。

☆☆ クラブ協議会 ☆☆
７月８日、例会終了後、新年度初めてのクラブ
協議会が開催されました。中村会長から「原点回
帰」のスローガンのもと全員参加でクラブ活動
に取り組むとの挨拶があり、各委員長からは新
年度の事業の方針および事業計画について詳細
な説明がありました。

☆☆ タイ国ミッション歓迎その２ ☆☆

７月１日、例会終了後、タイ国3350地区からの
訪問団7名を大阪城に案内し、そのあと夕刻より
天満橋錦城閣にて、歓迎晩餐会を行いました。会
員26名でお迎えし、
改めて今回の白内障支援プロ
ジェクトの意義などが紹介されるともに、タイ
のダンスの披露もあり大いに友好と懇親を深め
ることが出来ました。

また、翌２日にはバスをチャーターし京都観
光を楽しんでいただきました。郡直前会長はじ
め会員７名と通訳２名が同行し祇園の散策や清
水寺を観光したあと、嵐山で湯豆腐などの純和
食を味わっていただき大変好評でした。

午後からは、お土産物ショッピングと世界遺
産の金閣寺を散策、やはり金閣寺のゴージャス
さには驚嘆の声があがっていました。

梅雨時で雨が心配されましたが、ちょうど見
物や散策の時は雨がピタリと止み、この時期と
しては天気に恵まれた京都観光でした。
翌３日には、早朝の新幹線で箱根と横浜の観
光に向かわれました。６日には無事帰国された
報告と歓待のお礼のメールを受け取りました。

☆☆ 青少年交換派遣学生帰国 ☆☆

青少年交換派遣学生として、昨年８月１８日
に出発し、ミズリー州(USA)に行っていた駒谷瑞
穂さんが家族とロータリアンに迎えられ、７月
６日夕刻に無事、関西空港に到着されました。

また、７月９日には、昨年８月に来日し約１年
間の留学生活を終えた青少年来日学生のアビ．
ステイサさんが、ホストファミリーや友人ロー
タリアンになど大勢の人に見送られて、アメリ
カのミズーリ州へと元気に帰って行きました。

座
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表

（２０１０～２０１１年度 ７月～９月）

二宮・山本

中村・山村・中島(豊)

◎テーブルマスター ○サブマスター 敬称略
テーブルNo.

会

員

名

Ｎｏ．１

◎髙田・○三谷・寺井・土井・小寺・小澤・髙松・成松

Ｎｏ．２

◎岡本・○谷本・永田・貝塚・安田・寺内・西村

Ｎｏ．３

◎高良・○荒木・内田・末澤・目幸・宇野・西浦・寺村・中野

Ｎｏ．４

◎木村・○岸本・森本・徳岡・在本・坂本・濱本

Ｎｏ．５

◎大矢・○川原・衣斐・浅川・鍬田・梅本・川本

Ｎｏ．６

◎福原・○石田・金田・保倉・南川・重里・郡

Ｎｏ．７

◎中島（康）・○宮下・橋本・勝見・藤井・福井・椹木

Ｎｏ．８

◎奥・○中川・松宮・浅井・西井・北村・山田雅則・中村(修)・井戸
山田雅浩・ 溝手

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー
・ミックスサラダ
・コーヒー

ロータリー讃歌

大阪 ＲＣ

作詞 大 林 芳 郎

作曲 津 田宗 三郎

奉 仕 の 精神

こころ

ロ ー タ リ ー

誠 意 と 友 愛

ぶ

ロ ー タ リ ー

一 つ に 結

徳 義 に 立 って

を

ロータリー

ロー タ リ ー

世 界

ロータリー

