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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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次回（１月１０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

ＮＯ．２１８４

１）例

（2184回）

会

（2185回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

故郷

３）ソング

「不動産のお話です。

皆様、メモのご用意をお願いします。」 ４）卓
仲西

良浩

会員

話

君が代・奉仕の理想
「会長新年挨拶」
川原

和彦

会長

４）1月度定例理事会

☆☆ １２月度の在籍表彰 ☆☆
32ヵ年 浅川 正英 31ヵ年 藤井 弁次
12ヵ年 西浦 司
☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
在本 茂

石田 道夫

箕村 保

☆☆ １２月度の結婚記念日 ☆☆
谷本 圭二

南川 和茂
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様こんにちは！！本日は高島ガバナー・村
橋代表幹事はじめビジターの皆様ようこそお越
しくださいました。また会員の皆様多数ご出席
ありがとうございます。
今週末の総選挙！どのような結果となるので
しょうか？そしてそのあと２２日はあってはほ
しくない風評フォトンベルト突入です？あわた
だしい年の瀬となりそうですがお元気にお過ご
しください。
さて、先週は２０１２クリスマス家族会に多
数ご参加くださいましてありがとうございまし
た。皆様とともにとても楽しい一夜を過ごす事

ができまして幸せでした。川本先輩からバトン
を授かりました恒例のオークションも高田会員
となんとか乗り切れまして又多額のお買い上げ
を頂き感謝もうしあげます。
ご準備下さいました親睦活動委員会の皆様に
あらためまして御礼申しあげます。そして翌日
からの２日間２０１２～１３年度国際ロータリ
２６６０地区大会「健全な心と体の育成を」をメ
インテーマに大変盛大でかつ充実した内容で成
功裏に閉幕致しました。高島ガバナー・村橋代表
幹事本当にお疲れ様でございました。大会のご
成功を心よりお慶び申し上げます。
又長きにわたる準備から本番に至るまでの
コ・ホストクラブとして石田副委員長はじめ実
行委員会の皆様のご苦労に心より御礼を申しあ
げます。
☆会長報告☆
１.公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り米山功労者の感謝状が森本章弘会員・岡本健
会員 米山功労者マルチブルの感謝状が土井
憲一会員・小寺一矢会員・中村健輔会員・高良
尚志会員・安田義治会員に届いておりますので
後程お渡しをさせて頂きます。

☆☆ 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

１名
３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
50名(62名)
21名
12名

２.明日は当クラブ恒例の社会奉仕活動のひとつ
であります、南大江保育所クリスマス会に郡社
会奉仕委員長ほか８名で、可愛い子供さん達に
会ってまいります。
３.明後日は地区会長・幹事会「睦輪会」に永田幹
事と行って参ります！！

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①会員ポストに配布いたしましたご案内の通
り、明年1月10日（木）は初例会に先立ち、12時
から６階「神殿」に大阪天満宮より神職にお越
しいただき、新年の祝詞を拝したいと存じま
す。ご都合の許すかたは、ぜひご参列くださ
い。
②ロースターの追録を本日お配りしておりま
す。
③2012－13年度 RI2660地区第6組ＩＭの出欠表
を本日中に事務局にご提出お願いいたしま
す。
④「新入会員歓迎会」の出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
⑤次週例会終了後「1月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。
⑥次々週12月27日（木）は定款により休会にさせ
て頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂き
ます。事務局の年末年始休暇は12月28日～1月4
日です。
⑦本日例会終了後「第1回被選理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。
⑧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。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

皆様方のお力添えで地区大会を無事終了するこ
とが出来ました。心から御礼申し上げます。
大阪中之島ロータリークラブ
RI2660地区ガバナー 高島 凱夫様
同地区代表幹事
村橋 義晃様
高島ガバナー 村橋代表幹事 ご来訪ありがとう
ございます。地区大会の大成功おめでとうござ
います。
川原 和彦
高島ガバナー、村橋代表幹事、地区大会のご盛
会お疲れさまでした。
鍬田 充生

）内は会員総数を基準とした値

12月13日の出席率
80.65％
５週間前（11月15日）の
メークアップを含む出席率 88.52％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)
高島ガバナー 村橋代表幹事、地区大会大成功
おめでとう!!
中川 政照
高島ガバナー、村橋代表幹事 地区大会大成功
おめでとうございます。
石田 道夫
会員の皆様 地区大会へのご協力厚く御礼申上
げます
川原 和彦
７日８日の地区大会御参加頂き有難うございま
した。
石田 道夫
本日の卓話よろしくお願いします 勝見 茂
誕生日自祝
髙松 貞彦
誕生日自祝
寺内 清視
誕生日自祝
中川 政照
誕生日自祝
石田 道夫
80歳の誕生日を元気に迎え、天・地・人すべて
に感謝しています。
岡本 健
結婚記念日自祝。きれいなお花ありがとうござ
いました。
谷本 圭二
結婚記念日のお花ありがとうございました。妻
が大変よろこんでおりました。
箕村 保
クリスマス家族会 皆様ありがとうございまし
た。
石田 道夫
クリスマス家族会、親睦委員会の皆様ご苦労様
でした。
鍬田 充生
クリスマス家族会にて感謝状ありがとうござい
ます
川本 浩
平成24年12月13日

合計金

116,000円

累計金 1,396,000円

☆☆ 先週（12 月 13 日）の卓話 ☆☆
「印刷業を取り巻く様々な技術」
勝美 茂 会員
印刷と一口に申しましても、現代では紙など
の平たい媒体に限らず、車体など3次元の曲面に
直接印刷する技術も多数開発されています。看
板をはじめとするサインディスプレー、点字、あ
るいは、花びらにも直接写真や文字を印刷でき
ます。プリントゴッコやガリ版刷りなんかも印
刷です。テレビ等の液晶表示装置のカラーフィ
ルターを基盤に配置・形成するのも、皆様がご自
宅で年賀ハガキをプリントされるのもＴシャツ
にロゴを入れるのも印刷です。ちなみにですが、
雑誌のグラビアページのグラビアという言葉
は、グラビア印刷（凹版印刷の一種）からきてい

ます。印刷で表現したいコンテンツがフルデジ
タルになった今では、３Ｄプリンターというも
のも市販されており、今までパソコンの画面上
でしか見ることが出来なかったものが、模型と
は言え実際に立体物を手に取ることが出来るた
め、完成した時のイメージが非常にしやすくな
るなどのメリットが評価され徐々にですが浸透
してきています。このように印刷がカバーする
範囲は極めて広く、気体以外の全ての物体に対
して可能であるとされています。ただし、最近は
デジタルコンテンツを手軽にハンドリングでき
るようになった為、「印刷」そのものがなくなっ
ていく傾向になっています。

児たちと一緒に踊ったり、ハイタッチしたり、抱
き上げたりとスキンシップを通して大いに盛り
上がり、子供たちの純粋な笑顔やはしゃぐ姿に、
逆に私たちも心が洗われ、また大いに力づけら
れました。そんな興奮と感動のあっという間の
ひとときでした。保育園の鈴木所長以下、保育士
の方々からも大変感謝して頂きました。
社会奉仕委員会

－－ 南大江保育所クリスマス会 －－
12月14日（金）午前10時から大阪市立南大江保
育所のクリスマス会が開催されました。川原会
長、在本会長エレクト、永田幹事、中島（康）幹
事エレクト、中村修サンタクロース、郡社会奉仕
委員長、三谷同副委員長の7名で参加し、保育園
児と共に楽しんできました。

－－ 紳士の料理教室 －－
第１９回目の紳士の料理教室が１２月１３日
に難波の「辻ウェルネスクッキング」で開かれま
した。今回の参加者は８名と少なかったですが、
仲村育子先生（日本料理）のご指導のもとで、
「お
せち七種盛り」「ウニの一口茶碗蒸し」「いちご
ぜんざい紅白白玉」に挑戦し、和気藹々のうちに
美味しく出来上がり、これを肴にして上等のお
酒を仲良く嗜みました。年末にお家で応用され
る方も多いと思われます。実り豊かな一夕でし
た。

ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
11/８ 受
入
現 在 高

500円
500円

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
３歳児の組、４歳児の組、5歳児の組に当クラ
ブから保育所のご希望によりそれぞれホット
カーペット、電子オルガン、ビデオカメラをクリ
スマスプレゼントとさせて頂きました。保育園

・コーンクリームチャウダー
・ビーフストロガノフ、バターライス添え
・青林檎のパンナコッタ、マンダリンオレンジ
ソース
・パン ・コーヒー

（ガバナー月信

2012年12月号

より転載）

「家族月間にあたって」
国際ロータリー第2660地区

高島

ガバナー

凱夫

友、ローターアクター、インターアクター、ROTEX
など広義のロータリー家族の参加と協力とが必
要です。
家族と一体となった親睦や奉仕活動はロータ
リーにとって、必要な側面ではないかと最近感
じています。 会員同志の友情や思いやりに加え
て、家族も加わった親睦が退会防止の一助にな
るのではないでしょうか。 ロータリアンは原点
に立ち戻り、会員間の真の友情を推進し、ロータ
リアンの家族に対する思いやりの心を深めるこ
とが肝要と思います。 会員や家族に対する思い
やりの心を深めることは、ロータリーライフに
大きな活性化となり、会員増強や会員維持に大
きな功績を残してくれるはずです。
今月は、多くのクラブでクリスマス家族会、忘
年家族会が開催されると思いますが、ぜひ多く
のご家族に出席を賜り、ロータリーの良さ、真髄
に触れていただき、ロータリーを知っていただ
くように努めて下さい。
2012年中は、
地区の活動にご理解とご協力とを
を賜りまして、誠にありがとうございました。
来る2013年もよろしくご指導、御鞭撻をお願い申
しあげますとともに、全クラブのご隆盛と会員
各位のご健康をお祈り申し上げます。

2012年も12月を迎えました。この冊子が皆様の
お手元に届く頃には、2012～2013年度RI第2660地
区の地区大会が終了している頃かと思います。
今回の地区大会での心残りは、やはり第2日目に
予定いたしていました京都大学iPS細胞研究所所
長 山中 伸弥教授の講演が、ノーベル医学・生理
学賞授賞ということで不可能となりました。 し
かし、
急遽同研究所副所長 戸口田 淳也教授にご
講演を快くお引受け願い、無事特別講演を終え
ることが出来ました。 ノーベル賞授賞者と違っ
た切り口のご講演、企画で当事者と致しまして
は、体裁が整えられたのではないかと、自己満足
いたしています。 授賞が決定したあと、各クラ
ブの皆様方に戴いた応援に心から感謝を申し上
げます。
RIは、
12月を
「家族月間」
と定めています。ロー
ロータリーの綱領に「奉仕の機会として知り合
いを広めよう」ということが唱われています。
このことの原点は「家族への思いやり」ではない
かと考えられます。 家族→地域社会→国際社会
へと思いやり、友情を広めることで「奉仕を通じ
て平和を」が達成できるものと考えます。 そし
て、ロータリー活動は、ロータリアンのみで行わ
れているのではなく、家族、米山奨学生、財団学
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