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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか 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
次週（２月７日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

１）例

（2188回）
スキー

☆☆ １月度の結婚記念日 ☆☆
岡本 健

高良 尚志
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆

会 長 報 告

（2189回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓 話「最近の治安情勢等について」
大阪府東警察署長 警視正 中野 一彦様
職業奉仕委員会
４）2月度定例理事会

溝手 悟

会

☆☆

皆様こんにちは!!本日は本当に沢山のビジ
ターの方々にお越しいただき、ありがとうござ
います。会員の皆様方も多数ご出席ありがとう
ございます。
先週のクラブ協議会では、各委員会より上期
活動報告ならびに下期活動計画をお聞かせ頂き
ましてありがとうございました。各計画が積み
残しの無いよう着実に進み、６月には素晴らし
い成果となりますよう心がけて参りたいと思い
ます。
１月は「ロータリー理解推進月間」です。これ
に因み田中作次ＲＩ会長は、
「ロータリーの徽章
をいつもあなたの襟に」と・・・・・
徽章を着ければ心構えが変わり、言葉を選び、
行動に気を配るようになるでしょう、そして世
の中のためのロータリアンであるという自覚を
もつようになるでしょう！そして誰かに徽章の
事を尋ねられたらすぐに答えられるようにして

３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）卓

話 世界理解月間記念卓話
「国際奉仕の原点」
地区国際奉仕委員長 小林 哲 様
国際奉仕委員会

おきましょう・・・・ロータリーとは何ですか？
ロータリーとは何をする団体ですか？私達ひと
りひとりが、明確に答えられる心構えが大切で
あるとおっしゃっておられます。
理解と言えば・・・・一昨日 靖国神社に参拝
に行って参りました。例年になく人も多く、なか
でも警察学校の男女生徒さんが沢山来られてま
して、年初からの我が国の元気を垣間見た気が
致しました。先の大戦が終結してから今年６８
年目の夏をむかえます。戦後生まれの人口もす
でに四分の三を超えた今日 戦前戦中戦後の記
憶が薄れてしまうのも無理からぬことです。当
時の国民が「何のために」「どのような思い」で
戦ったのか・・・その事に想い巡らさない限り、
世界有数の経済大国へと発展をとげた戦後の歩
みや、幸せに平穏に暮らせる今日の有難さも気
づく事は出来ないでしょう！新政権のもと日本
再生に踏み出した今こそ、この国を残してくれ
た先人の魂に触れ、理解をする事が大切である
と思った次第であります。
☆会長報告☆
１.１月１９日第２回クラブ広報委員長会議に高
良尚志委員長出席、お疲れさまでした。
２.明日は、今年初の地区会長・幹事会（睦輪会）
に永田幹事と行って参ります。

☆☆ 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

☆☆

７名
０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

幹 事 報 告

69名
52名(63名)
21名
11名

☆☆

①地区より2020年オリンピック・パラリンピック
招致活動用のピンバッジとリーフレットが届
いておりますので本日お配りしております。
②台北陽明RC創立36周年記念式典のご案内を本
日お配りしております。
③観梅のご案内を本日お配りしておりますので
多数のご参加をお願いいたします。
④№4・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。
⑤下半期の会費のご請求をさせていただいてお
りますのでよろしくお願いいたします。
⑥次週例会終了後「2月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させて頂いております
ので関係各位宜しくお願いいたします。
⑦本日例会終了後、第2回被選理事会を10F「平安
の間」にて開催いたします。関係各位宜しくお
願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

♪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6日（水）19:30～20:50
内 容：「暮らしで使える哲学」
（担当：社会・クラブ奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料：3,000円
登録先：幹事 谷 綾花
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：09051247458
登録締切：2月1日（金）

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
ほうれん草のおひたし
ホタテとわけぎの酢味噌和え 旬の魚3種盛
レンコンと人参こんにゃくと里芋の甘辛煮物
白ご飯 はまぐりの吸い物 香の物 コーヒー

「ス キ ー」

時雨音羽作詞・平井康三郎作曲

「ヘルスケア産業の現状」
高橋 竜啓 会員
そもそもヘルスケア産業とは何かと申します
と、言葉の通りですが、皆様方の大切な人生を構
成しているお一人お一人の大切なご家族・仕事・
地位・名誉・財産・趣味等の全ての要素を根底か
ら支えてくれている『心身ともに健康』という基
盤をしっかりと築いて頂くためのサポートをさ
せて頂くことを目的とした産業であると考えて

おります。
また、ヘルスケアの中には、スポーツクラブや
ジムといった自発的に運動をするものと、我々
のようなマッサージ店をはじめとした、誰かの
手や言葉などによって健康に近づけるという２
つに分類されます。
私の生業としましては後者の、施術を通じて
皆様に健康な状態に近づいて頂くお手伝いをさ
せて頂いております。
ここ数年、大手家電メーカーの営業マン向け
や、ボランティア団体、行政、老人ホームなどの
ご依頼で、誰でも出来る簡単なマッサージとい
うテーマで講師もさせて頂いておりますので、
また、御用の節はお気軽にお声がけ下さいませ。

山は白銀（しろがね） 朝日を浴びて、
すべるスキーの風切る速さ。
飛ぶは粉雪（こゆき）か 舞い立つ霧か。
お お お この身もかけるよ かける。

☆☆ 先週（1 月 24 日）の卓話 ☆☆

1月24日の出席率
82.54％
６週間前（12月20日）の
メークアップを含む出席率 91.94％
メークアップ実施会員
3名（欠席者8名)

真一文字（まいちもんじ）に 身をおどら
せて、
さっと飛び越す飛鳥（ひちょう）の翼。
ぐんとせまるは、ふもとか 谷か。
お お お たのしや 手練（しゅれん）
の飛躍（ひやく）。

誕生日自祝
木村 忠夫
２２ヵ年在籍自祝
郡 悦清
７ヵ年在籍自祝
岡本 健
在籍５ヵ年自祝
荒木 幾夫
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
寺内 清視
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
山村 朋史
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
梅本 知秀
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
中島 清治
本日卓話よろしくお願いします。 高橋 竜啓
福原会員が大阪弁護士会会長に確定されました。
おめでとうございます。ご活躍をお祈りします。
宇野 稔
福原さんの大阪弁護士会会長就任確定!! ありが
とうございました。
小寺 一矢
平成25年1月24日
合計金
53,000円
累計金 1,826,000円

）内は会員総数を基準とした値

