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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
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

ＡＵＧＵＳＴ ９ ２０１２ ＮＯ．２１６７
会員増強および 拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2167回）
２）ソング 友と呼べるのは
３）卓 話 会員増強および拡大月間記念卓話
「大阪北ロータリークラブにおける
会員増強策について」
大阪北ロータリークラブ
2010-2011年度会長 河田 一彦 様
会員強化委員会

☆☆ 8月度の在籍表彰 ☆☆
9ヵ年 北村 修久 9ヵ年 西井 幾雄

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
南川 和茂
山田 雅浩

中川 政照

二宮 秀造
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
こんにちは！ご来訪のビジターの皆様、ゲス
トの皆様、ようこそお越し下さいました。どうぞ
お時間の許す限り、ごゆるりとお過ごしくださ
いませ。また、会員の皆様多数のご出席誠にあり
がとうございます。
新年度もあっという間・・・８月となりまし
た！くそっ暑い連日連夜ですが、くれぐれも熱
中症や冷房病にはお気を付け下さい。
今月は会員増強および拡大月間です。
「未来の
ロータリーを託す人材を得る為の重要な奉仕」
と位置付けされており、
「増強は誰かがやる？だ
ろう」という意識を、まずは取り払うことでしょ
う。次週、会員強化委員会よりの卓話をお願いし
ていますが、おおいに学ばせて頂きたく期待し
ています。
会長報告は以下のとおりです。

次々週（８月２３日）のお知らせ
１）例 会 （2168回）
２）ソング 海
３）卓 話 「私の体験（その一）
空襲（大阪と岡山）」
坂本 一民 会員

１）７月２６日に８月度定例理事会を開催
しました。６回にわたる被選理事会で準
備を重ねたお蔭といいますか、時間ぴっ
たりに閉会しました。
２）同日、２６６０地区大会実行員会に石
田会員、２８日、クラブ研修リーダーセ
ミナーに梅本会員に出席頂きました。
３）先週、新年初の情報集会が開催され、
おおいに盛り上がり、楽しいひとときで
した。各テーブルマスターに感謝です。
４）新年度より改定の出欠表につきまして、
いくつかのご指摘のもと現在広報委員会
にて検討しています。いま暫くお待ちく
ださい。
5）今週末は楽しみの２０１２淀川花火観賞
家族会です。暑さを吹き飛ばす皆様の浴
衣やアロハ、ショートパンツのお姿を楽
しみにしています。
最後になりますが、８月は終戦記念日を迎え
ます！当時は家族のために、お国のためにと命
を捧げた若者たち・・・昨今はいじめを苦に尊い
命に手をかける・・・。こんな世の変わりようを
嘆く前に、昨夜の内村航平選手の金メダルなど、
オリンピックでの日本勢の活躍と、８日開幕の

☆☆ 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

３名
２名
０名
０名

会員総数
67名
会員出席
55名(60名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
5名

熱闘甲子園の球児たちから、元気と感動を貰い
ましょう！！

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①公益財団法人ロータリー日本財団より「確定申
告用寄附金領収証」・「税額控除に係る証明書」
が届きましたので、
ポストにお配りしています。
「寄附者の皆様へ」もご一緒にお配りしていま
すので、ご確認よろしくお願いいたします。
②地区より、ロータリーの公共イメージアップ、
及び認知度の向上のための「ＪＲ大阪駅電子
広告実施のご案内」が届いています。詳細につ
きましては掲示板をご覧ください。
③№１，４，８テーブル情報集会の出欠のご返事
がまだの方は事務局までお願いいたします。
④８月４日（土）「大阪天満橋ＲＣ四十五周年記
念家族会」が開催されます。ご参加の方は、Ｕ
ＳＪ桟橋16：00集合（時間厳守）でお願いいた
します。なお、長時間船上でお過ごし頂きます
ので、出来るだけ軽装でお願いいたします。
⑤本日18：00より№３,５テーブル情報集会が
「割烹 悦」にて開催されます。
⑥事務局のお盆休みは８月１３日（月）～１５日
（水）です。また、次々週８月１６日（木）は
定款により休会にさせて頂きます。この日は
事務局もお休みさせて頂きます。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
重里 國麿
誕生日自祝、および、本日の卓話よろしくお願
いします。
髙橋 弘泰
本日卓話よろしくお願いします。 勝見 茂
本日の卓話よろしくお願いします。 高橋 竜啓
家族会欠席のおわびとして。当日は花火大会の
運営側として岸にいます。皆様に花火を楽しん
でいただきたいと思います。
中島 清治
平成24
平成24年
24年8月2日

合計金

19,000円
19,000円

累計金

423,000円
423,000円

☆☆ 先週（８月２日）の卓話 ☆☆
「新入会員自己紹介」（３名）
勝見 茂会員
皆様、こんにちは。本日自己紹介の機会をいた
だきました勝見茂です。ご存知の方が大半と思い
ますが、１７年間この大阪天満橋ＲＣでお世話に

）内は会員総数を基準とした値

8月2日の出席率
91.67％
４週間前（7月12日）の
メークアップを含む出席率 87.10％
メークアップ実施会員
2名（欠席者10名)
なりました勝見哲朗の長子です。
私は１９６３年（昭和３８年）１１月に大阪で
生まれました。天王寺区の小・中・高校を卒業し
まして、一浪して甲南大学法学部に入学しまし
た。当会には、同大学のＯＢの方もたくさんおら
れるとお聞きしています。
卒業後コンピュータ会社に就職しまして、６年
目を迎えたときに父から話がありまして、家業の
サン美術印刷株式会社に入社することになり、３
年前に社長業を引き継ぎました。
当会へ入会のご案内をいただいてから、実は一
年近くが経とうとしています。まだ暑さの残る２
０１１年９月末、井戸様よりお声がけをいただ
き、１０月に西井様、中島様のお二人が書類を
持ってこられ、１１月初旬にヒルトンに見学にお
邪魔させていただき、多くの会員様より「おっ、
勝見さんの息子さんか」とおっしゃっていただ
き、気がついたら、今年の１月１２日に入会させ
ていただいてました。
父の残してくれた縁を大切にしたいと思いま
す。今後ともよろしくお願いいたします。
髙橋 弘泰会員
～印刷物の可能性を広げるＡＲ(拡張現実)の世界～
皆様は「拡張現実」という言葉をお聞きになっ
たことがおありでしょうか。拡張現実（かくちょ
うげんじつ：ＡＲ(Augmented Reality）とは、
「人
が知覚する現実環境を、コンピュータにより拡
張させる技術」です。その一例として、カメラの
写す現実の映像に、静止画像、動画、３Ｄ映像、
音声などをミックスしての表現があります。従
来の印刷物に比べ、アニメーション的動きや立
体感が加わることで、何倍もの表現範囲を得る
ことができます。
もともと、ゲーム機などの分野で先行して利
用・開発が行なわれてきた技術ですが、試行錯誤
や研究の過程で、様々な分野で有効な応用が可
能であることがわかってきました。一見何の変
哲もない普通のカラー印刷のカタログに、カメ
ラをかざすことで登場した女性ナレータの姿
は、印刷カタログを上下左右に動かすことで立
体的にアングルが変化しつつ動画としても動い
ていきます。これは印刷のイメージ自体をコー
ド的に認識し、
奥行きや平行(傾き)をスマホのア

プリが解析することで実現させているものです。
この応用を考えるだけでも、商品カタログな
どでは、商品の立体的なイメージの訴求、具体的
動作を伴った使用方法の説明、また医療マニュ
アルでは、治療シーンの具体的な映像、教科書で
は、社会科などでより現実性を伴ったドキュメ
ント形式の資料とその解説など…、活用のアイ
デアは非常に多岐にわたって膨らんでいきます。
この技術をはじめとして、私どもでは、電子カ
タログ、電子書籍など、部分的に何らかの「バー
チャル」な要素を組み込み、発信する内容の質を
高めていく取り組みを今後も強化推進していこ
うと考えています。
高橋 竜啓 会員
皆さんこんにちは。本年５月に、この伝統と格
式ある大阪天満橋ロータリークラブに入会を許
可いただきました『高橋竜啓』と申します。今後
ともよろしくお願い申し上げます。
本日は自己紹介という機会を賜りましてあり
がとうございます。
私は、昭和４３年７月７日に大阪市生野区に
産まれました。名簿には７月８日生まれとなっ
ていますが、私の父方の祖母が敬虔な真言宗の
信者で８という数字が良いということから、私
も姉も８日生まれになったようです。私と近し
い人は７日におめでとうと言ってくれますが、
名簿だけのお付き合いの方は８日にお祝いを
言ってくれます。
生まれは大阪市生野区ですが、成人するまで
に十数回の引っ越しを経験しました。夜逃げを
した訳ではないのですが、両親が人の縁で様々
な人に招かれ近畿圏内や名古屋を転々とした経
歴を持っていますので、いまだに引っ越しの段
取りは引っ越し屋並みだと自負しています。
小学校時代は大阪市立小路小学校に通い、中
学校は大阪市立東生野中学校に通いました。中
学校時代はサッカー部に所属し、ゴールキー
パーとして大阪市選抜にも選ばれ、サッカー推
薦で大阪工業大学高等学校に進学しました。
しかし、クラブが厳しく、１年の夏にクラブを
辞め、規則に則り退学となりました。翌年公立の
港南高校に進み、クラブもすることなく３年間
を過ごしました。
子供の頃から勉強が嫌いで、大学は受験勉強
もせずに阪南大学に進みました。
１年目の単位が８しか取れず、卒業までに６

年もかかってしまいました。
大学の６年の時に今の家内と結婚をし、今年
で２０周年を迎える事が出来ました。
仕事は大学の頃から家業を手伝い、１０年前
に今の会社を立ち上げ、現在に至っています。
大阪天満橋ロータリークラブには山田会員よ
り４年も前からお誘い頂いていたのですが、根
性が決まらず今回の入会に至っています。
若輩者ですが、今後ともご指導ご鞭撻を賜り
ますよう心よりお願い申し上げます。
ありがとうございました。

―No.3･
No.3･5テーブル情報集会―

８月２日午後６時から、オブザーバーを
含む総勢１９名で北新地「割烹 悦」にて
開催されました。
川原会長のご挨拶の後、川本大先輩より
貴重なお話を頂戴し、そして乾杯のご発声
で宴に入りました。美味しい日本料理とお
酒を楽しみながら、にぎにぎしく楽しい時
間を過ごしました。
至福の時間は過ぎるのが大変早く、名残
り惜しくも予定時間を大幅に超過し、在本
会長エレクトに締めのご挨拶を頂戴した後、
三々五々夜の街へと繰り出していきました。

♪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22日（水）19:30～20:50
内 容：「今から君が会長をしなさい」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料：3,000円
登録先：幹事 谷 綾花
TEL：09051247458
mail：tenmabashi@2660rac.org
登録締切：8月17日（金）

―大阪天満橋ロータリークラブ
四十五周年記念家族会―

なにわ淀川花火大会（第２４回）への参
加 を 主 旨と する 標 記の家 族 会 が８ 月４ 日
（土）に賑々しく開催されました。
参加者総勢５９名（うち会員２９名）を
乗せた定員７０名の船舶「てんま」は、Ｕ
ＳＪ桟橋を午後４時ジャストに出発し、安
治川河口から舞洲沿岸を経て、（新）淀川
を遡上し、ＪＲ神戸線の鉄橋下付近に停泊
します。船内では、食事、お酒、歓談が楽
しく続き、謎掛け言葉による福引も興を副
えるうち、ようやく宵も深まり、午後７時
５０分花火が始まりました。
約１時間にわたり、「大玉１００連発ス

タ ー マ イ ン」そ の 他 の 見 事 な 花 火 の 連 続
に、船内は歓声と拍手が渦巻きました。
今回の家族会は、四十五周年実行委員会
と親睦活動委員会の共催により、秋の家族
会も兼ねて開かれたものです。その計画・
立案と運営については、郡、石田各委員長
をはじめ両委員会の委員の皆さまおよび永
田幹事にたいへんお世話になりました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ミネストローネ 、バジルピストー添え
・ビーフストロガノフ、バターライス添え
・ブラッドオレンジとトマトのムース、バジルゼ
リー添え
・ヒルトン特製ブレッド
・コーヒー

友 と呼 べる のは

大阪天満橋 ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一
大阪天満橋 ＲＣ
作曲 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
平和 で暖 か い 世界を作 るために
おお ロータリー ロータリークラブ

二、友 と呼 べる のは 許 し合 って いるから
友 と呼 べる のは のぞ みが同じだ から
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
奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために
おお ロータリー ロータリークラブ

☆☆メールアドレス変更のお知らせ☆☆
８月９日より、クラブのメールアドレスが、
旧： temma-rc@lapis.plala.or.jp
から、
新： temmatemma-rc@temmabashirc.xsrv.jp
に変更されます。
８月中は何れも使用可能ですが、９月以降
は、使用可能なのは新アドレスのみです。
お手数ですが、メールアドレスの変更をよろし
くお願い致します。

