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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

ＡＵＧＵＳＴ ５ ２０１０ ＮＯ．２０７６
会員増強および 拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2076回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・友と呼べるのは
４）卓 話 「2010年規定審議会
改正内容の報告」
会員組織委員会
５）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

次々週（８月１９日）のお知らせ
１）例 会 （2077回）
２）ソング
海
３）卓 話 会員増強および拡大月間記念卓話
「会員皆増強委員」
－バズセッションー
会員委員会

☆☆ 高島 凱夫ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
☆☆ 8月度のお誕生日 ☆☆
15日 寺井 種伯（喜寿をお祝いします）
4日 内田 国雄
7日 重里 國麿
28日 末澤 正大

☆☆ 8月度の在籍表彰 ☆☆
17ヵ年 勝見 哲朗
7ヵ年 西井 幾雄

7ヵ年 北村 修久
（以上敬称略）

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第6組担当
たかしま

よしお

高島 凱夫 ガバナー補佐
プロフィール
【生年月日】 1944年9月20日
【職 業】 京橋耳鼻咽喉科 院長
【ロータリー歴】
1992年10月大阪中之島 ＲＣ
チャーターメンバー
2000～2001年度会長
2006～2007年度会長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様ようこそお越し頂きました。
先週の梅雨明け宣言以降、暑い真夏日が続い
ておりますが、水分補給をこまめにされ熱中症
などにかからぬようお気をつけ下さい。
さて、先週末は京都祇園祭りが行われ、７月１
７日には山鉾巡行が行われました。この祇園祭
りは、八坂神社の神事として平安時代の８６９
年、流行した疫病の厄除けを祈るため行われた
祇園御霊絵（ごりょうえ）から始まったといわれ
ています。科学、医療の発達していない時代に
は、悪い霊がはびこり、怖い鬼もいると信じられ
ていたようです。山鉾巡行はこれら悪霊（あく
りょう）を鎮める行事のなごりだそうです。

☆☆ 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

５名
２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

68名
49名(59名)
22名
10名

本日は報告、御願いが５点あります。
１)７月１５日夜、ＩＭ第６組の会長、幹事会が
開かれました。松本ガバナーご臨席のもと、高
島ガバナー補佐のご指導で「会員増強、退会防
止」がテーマとなりました。やはりどのクラブ
も会員増強が最大のテーマという認識です。
当クラブにおきましても会員委員会に御願い
するだけでなく、来月の「会員増強月間」にお
きまして真剣に増強に向けての議論、行動を
強め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。
２）１昨日、３世代クラブ合同社会奉仕事業の打
ち合わせ会議を、大手前、中之島ＲＣさんと行
いました。今年度は当クラブが担当ですので、
岡本社会奉仕委員長に立案を御願いし、
「泉布
観」改修工事への寄付を行う事で３クラブ意
見統一が出来ました。「泉布観」は造幣局の接
待所として作られ、現在老朽化の為公開され
ておりません。大阪市による改修計画があり
寄付も募集をしています。きたる１０月２８
日に３クラブ合同例会を開き、その午前中に
建物の特別観覧、例会での卓話をして頂く予
定であります。
３）皆様のレターケースに次々週例会の出席御
願いご案内を入れさせて頂きました。次々週
はＩＭ第６組の高島ガバナー補佐をお迎えし
ての例会、そしてクラブ協議会が御座います。
クラブ協議会は１時間の予定ですので会員の
皆様には極力例会後も残って頂きますよう御
願い申し上げます。
４）当クラブの提携姉妹クラブであります台北
陽明ＲＣの陳会長から、新年度スタートのご
挨拶と、来る９月２５日（土）の陽明ＲＣ３４
周年記念式典への正式ご招待を頂きました。
大矢国際奉仕委員長にとりまとめを御願いし
ますが、多くの会員のご参加を御願いいたし
ます。
５）最後になりましたが当クラブの出席免除会
員でおられます椹木会員、永らくご出席頂い
ておりませんので先日お電話させていただき
ました。お声は大変お元気なのですが足の具
合がお悪く、現状ではご自宅の京都から電車
に乗って大阪までは出てこられないとのお話
でした。しかし、出来るだけ早く例会に出席し

）内は会員総数を基準とした値

7月22日の出席率
83.05％
４週間前（7月1日）の
メークアップを含む出席率 92.31％
メークアップ実施会員
6名（欠席者11名)
たい又、そのように会員の皆様に宜しくお伝
え下さいとの事でしたのでご報告させていた
だきます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「ＲＩ第2660地区 2010～11年度 地区大会」
のご案内を本日お配りしております。出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします。なお、
5大奉仕ならびにロータリー財団・米山の正副
委員長、新入会員は入会3年未満の方が出席義
務となります。記念イベント（東儀秀樹、古澤
巌コンサート）へのご参加は席数に限りがあ
りますのでお早目にお申し込みお願いいたし
ます。会員の皆様ならびにご家族の多数のご
参加をお願いいたします。
②青少年交換来日学生Katherine Irene さんの
ウエルカムパーティー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。
③№7・8テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
④8月5日（木）に開催されます「クラブ協議会（ガ
バナー補佐訪問）」ならびに｢ガバナー補佐懇
談会」の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤「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。
⑥本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。
⑦次週7月29日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。なお、事務局もお休みにさせて頂き
ます。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

今日の卓話をよくお聞き下さい。 勝見 哲朗
暑中御見舞申し上げます。
中村 健輔
郡会長、最後のゴルフ会に優勝して 勝見 哲朗
中村会長、山本副会長、山村幹事 暑さに負け
ず頑張って下さい。
浅川 正英
暑さに負けず！！
徳岡昭七郎
平成22
平成22年
22年7月22日
22日

合計金

33,000円
33,000円

累計金

410,000円
410,000円

☆☆ 先週（7
先週（7 月 22 日）の卓話 ☆☆

そして家族と共に食材を五感で味わい、生産
者にも思いを残しながら、食事を楽しむ事こそ
がスローフードです。
これからも食育を通して、家族の関係性を見
つめ直すきっかけとなれば幸です。

「野菜ブームのかげに食育あり」
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
今から25年前、地域に根ざした食文化を守ろ
うとイタリアで生まれたスローフード運動は今
では、45ヶ国、8万人以上の会員が世界各地で、環
境被害から地域を守り、伝統的な職業を再評価
し、新たな就労の機会を提供すること等を目標
に、活動を積重ねている。
大阪スローフード協会も、今年で8年目を迎
え、設立以来「親と子の食育」を中心に活動を広
げてきました。
今では、我々の食育は、各企業、団体等に大き
な影響力を持つようになり、責任の重きも感じ
ています。私達は「命を育み、命をいただき、そ
して命を大切に」をテーマに進めていますが、こ
のテーマ性は多くの若いファミリー層の共感を
得られた事は、小協会の安定的な道しるべとな
りました。
そして、多くのファミリー層が食育に参加す
る事で、旬のおいしい食を得るためには良い環
境が必要である事の認識も深まり、農薬で痛め
つけられた大地を元に戻さなければならない
と、農家を応援しながら、自らもくわを持ち、家
族と共に楽しんでいる若い人たちが増えてきま
した。
彼らは野菜好きで、サラダ好きです。
サラダは命をそのままいただくものです。サ
ラダは旬を感じさせてくれる一番の料理法で
す。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第２例会のお知らせ
日 時：８月１８日（水）19:15～20:50
内 容：「Three Letter Codeを当てまSHOW!!」
（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 090-6824-9325
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：８月１６日（月）

お 知 ら せ
8月12日（木）は定款により休会となりますの
でご注意ください。
事務局は、8月11日（水）から8月13日（金）ま
で、夏休みとさせていただきます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・鰻丼 ・赤味噌仕立て ・漬物 二種盛り
・アイスクリーム ・デミコーヒー

作詞
大阪天満橋 ＲＣ
赤 木 頌 一

友 と呼 べる のは

作曲
大阪天満橋 ＲＣ
山 口福 男

一、友 と呼 べる のは 信 じ合 って いるから

友 と呼 べる のは ねが いが同じだ から

一人 一人 の しごとは違 っても

平和 で暖 か い 世界を作 るために

ロータリークラブ

平和 で暖 か い 世界を作 るために

おお ロータリー

のぞ みが同じだ から

二、友 と呼 べる のは 許 し合 って いるから

友 と呼 べる のは

一人 一人 の 時間 は違 っても

奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために

ロータリークラブ

奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために

おお ロータリー

地区ガバナー就任のご挨拶
国際ロータリー第２６６０地区
2010-2011年度ガバナー

松本 新太郎
2010～2011年度のレイ・クリンギンスミスRI会
長のメインテーマは「BUILDING COMMUNITIES
BRIDGING CONTINENTS」すなわち「地域を育み、大
陸をつなぐ」です。具体的には、
1.平和と紛争の予防と解決
2.疾病予防と治療
3.水と衛生設備
4.母子の健康
5.基本的教育と識字率向上
6.経済と地域社会の発展
7.ポリオ撲滅
8.ロータリー財団への支援(青少年育成)
の８項目を挙げられました。中でも特に、ポリオ
撲滅と青少年にかかわる活動を強調されていま
す。従来、これほどまでに明確なビジョンが提示
されたことはあまりなかったそうで、このこと
からもクリンギンスミス会長の並々ならぬ意気
込みが感じられます。
当地区と致しましてもこれらの方針を基本に
活動を展開することになりますが、地区テーマ
を「ロータリークラブについてもう一度考えて
みませんか」とし、よりよい環境づくりを目指し
て皆さんとともに実行してまいりたいと考えて
おります。
その際のヒントになることを願い、次の7項目
を掲げます。
1.会長と会員のリーダーシップに期待します
2.クラブの活性化と相互交流を推進します
(例会出席こそ最大のクラブ奉仕)
3.若者を育み世代をつなぎます
4.新しい仲間を増やします
5,健康と倹約に留意します
6.自分にできる奉仕をもう一度考えてみます
7.寄付にっいて:
ポリオ撲滅に3,000円
ロータリー財団へ130ドル、
米山記念奨学金に20,000円

もちろんこれ以外にもさまざまなテーマが考
えられますが、特に申し上げたいのは出席率100%
の実現です。月1回で結構ですから「欠席者ゼロ」
の例会を目指しましょう。すでに達成されてい
るクラブもあると思いますが、まだのクラブは
これを機にぜひ実現させてください。出席率100%
が月1回からやがては2回、
3回となり、
こうした状
況が定着すればおのずとよりよい環境が約束さ
れるでしょう。いずれは毎回100%を達成するクラ
ブも出てくるかもしれません。
ぜひ「われ先に」と、実現を目指してください。
ロータリークラブ設立当初の理念が、異業種
交流で得られる深い知識につながり、大きな魅
力になってきました。互いに親しく話し合える
場所、それがロータリークラブです。一人ひとり
の信頼と親睦は、やがて波紋のようにどんどん
大きく広がっていくでしょう。
各クラブが独自のアイデアを持つこともま
た、重要です。RIの方針や地区方針とともに、ク
ラブ発展のためさまざまなアイデアを披露して
いただきたいのです。そしてさらには新会員の
勧誘も重要課題です。しかしあくまでも「甘誘」
であってはなりません。うまい話ばかりでなく、
ロータリーの真のサービス精神とは何かを、わ
かりやすく説明してください。
何よりも、地区内の会員お一人おひとりが主
役です。
これからの一年間、そしてその先の未来へと
続く時間を、ともに歩んでまいりましょう。

ロータリークラブについて
もう一度考えてみませんか
ガバナー月信７月号から転載

