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世 界 理 解 月 間
次週（２月２０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2235回）

２）ソング

ロータリー讃歌
「リスク管理について」
南川

会

和茂会員

３）卓

話

（2236回）
それでこそロータリー
世界理解月間記念卓話
「世界理解月間に因んで」

地区国際奉仕委員長

栗原

大

様

国際奉仕委員会
４）第3回被選理事会

☆☆ ２月度の在籍表彰 ☆☆
18ヵ年 山本 喬一

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
中川 政照

御木 威

寺杣 晃一
（以上敬称略）

☆＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さんこんにちは、ゲストの皆様、ビジターの
皆様ようこそいらっしゃいました。どうぞご
ゆっくりおすごし戴きたいと思います。
2月にはいりました。立春もすぎ春のきざしの
暖かさが来たと思えばまた寒さがぶり返す、こ
れを三寒四温といっております。3日寒い日が続
けば4日暖かい日がやってくる。したがいまして
少し暖かい日が続いてもまた寒い日があるので
防寒のための服装を常に用意しておくことが必
要ではないかと思います。一般に奈良の二月堂
のお水汲りまでは寒さが続くといわれておりま
す。
今月は地区大会がございます。2月21日、22日に
国際会議場で行われますが、たくさんの方の出
席を期待致しております。

＜会長報告＞
１.国際ロータリー第2660地区の2016～2017年度
ガバナー候補者に大阪北ロータリークラブ会
員、松本進也氏が指名されましたことを報告さ
せて戴きます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①2月21日（金）・22日（土）に地区大会が開催さ
れます。地区より「地区大会当日のご案内とお
願い」ならびに「名札」が届きましたので本日
お配りしております。ご出席頂きます会員は
名札を必ずご持参の程お願いいたします。22
日の本会議へご出席頂けます方々は国際会議
場５F 受付場の中の客席へ上がるエスカレー
ターの付近に12時30分頃にお集まりお願いい
たします。なお、出来るだけ公共交通機関をご
利用ください。駐車券はでませんので予めご
了承下さい。ご登録頂けていない会員のご家
族・ご友人・知人の方（名札のない方）で大会
1日目の家族の集い・大会2日目の特別講演へ
の参加をご希望の方には入場整理券を配布さ
せて頂きますので事務局までお申し出くださ
い。
②（公益財団法人）ロータリー日本財団より、平
成25年7月1日から12月末までの個人寄付につ

☆☆ 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
６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

66名
46名(59名)
24名
13名

きまして、確定申告で税務署にご提出いただ
く確定申告用寄付金領収証が届きました。
「寄
付者の皆様へ」・「税額控除に係る証明書の写
し」と併せて会員ポストにお配りしておりま
すのでご確認ください。なお、「寄付者の皆様
へ」をご一読いただきお手続きをお願いいた
します。
③箕面ロータリークラブよりＲＩ2660地区第1組
ＩＭのご案内のチラシが届いております。詳
細につきましては掲示板をご覧ください。ご
参加希望の方は事務局までご連絡お願い致し
ます。
④「2014～2015年度版 ロータリー手帳」申し込
みのご案内をお配りしています。2月20日（木）
までに必ずご提出をお願いいたします。
⑤本日「春の家族会のご案内」をお配りしており
ます。多数のご参加をお願いいたします。
⑥本日「観梅のご案内」をお配りしております。
多数のご参加をお願いいたします。
⑦青少年交換派遣学生 郷渡 一司君から月例
報告が届いておりますのでお配りしていま
す。
⑧台北陽明ＲＣ創立37周年記念式典出欠のご返
事は本日が締め切りですのでご参加の方は本
日中に事務局までご提出をお願いいたしま
す。
⑨№3.4.5.8テーブル情報集会の出欠のご返事を
事務局までご提出お願いいたします。
⑩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。
⑪2月20日（木）の例会場が「コングレコンベン
ションセンター ルーム３」に変更になりま
す。次週会員ポストに案内図を配布させて頂
きます。
⑫本日18：00から№1.2.6.7テーブル情報集会が
「中央電気倶楽部」にて開催されます。関係各
位は宜しくお願いいたします。
⑬次々週例会終了後「第3回被選理事会」を開催
致します。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。
☆☆２月度定例理事会主要報告(1/30)☆☆
①タイ国第3350地区とのＦＶＰ協議報告（12/20
開催）
②青年功績賞授与式（大阪市）予算案（3/2開催）
③クリスマス家族会収支報告（12/5）
④春の家族会予算案（3/29開催）

）内は会員総数を基準とした値

2月6日の出席率
77.97％
４週間前（1月16日）の
メークアップを含む出席率 82.76％
メークアップ実施会員
3名（欠席者13名)

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
郡 悦清
誕生日自祝
三谷 滋伸
結婚記念日自祝
溝手 悟
23ヵ年在籍自祝
郡 悦清
保倉先生がうちの帽子（ヨーロピアン）をお召
しいただき うれしゅうございました。感謝い
たします。
坂本 一民
不注意で転倒、打撲傷を負いました。ごめいわ
くをおかけしました。
井戸 幹雄
在本会長、髙田副会長、中島 幹事大変ご迷惑
をかけ申し訳ありません。
郡 悦清
髙松先輩 先週は有難うござました。感謝！！
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞなおりました。
中村 修
平成26年2月6日

合計金

45,000円

累計金 1,563,270円

☆☆ 先週（2 月 6 日）の卓話 ☆☆
「極東アジアの軍事情勢」
自衛隊大阪地方協力本部
本部長 大塚 裕治 様
職業奉仕委員会
極東アジアの軍事情勢につきましては、北朝
鮮が核実験や弾道ミサイルの発射実験を継続し
ているほか、中国が力を背景とした現状変更の
試みを行っています。その中国の意図を推察す
るにあたっては、太平洋や南シナ海での行動な
ど、幅広く考察する必要があります。
その中国と日本の軍事力の比較ですが、護衛
艦や戦闘機などの「数」では中国に圧倒されてい
ます。更に弾道ミサイルなどについては、自衛隊
は保有すらしていません。そこで、「数」では負
けるが、「質（技術）」では自衛隊が優位と言い
たいところですが、一部については「質（技術）」
でも追い越されているおそれがあります。
このような状況の中、万一の事態に備えるた
めには、「数」及び「質（技術）」を増加・向上
させるとともに、運用能力や士気などの「ソフ
ト」で優位を保ち続ける必要があります。更に
は、圧倒的な軍事力を有する米軍と如何に連携
するかが極めて重要になってきます。
昨年末に策定された防衛大綱にはそのような

１４ 圧力鍋で玄米食にしている。
１５ ノンオイル鍋を買っててんぷらやフライ
ものをひかえている。
１６ 塩分を控えるように、味噌汁をセイブして
いる。

方向性が示されています。今後は、それらの方向
性に沿って具体化・実践していくことが求めら
れています。

☆☆健康の為にしていること☆☆
2月6日（木）6時から中央電気クラブにい
て、ＮＯ１，２，６，７の情報集会が開催され
ました。
いつもの例会とは違い気楽に、お酒のせいも
あるかもしれませんが、標記について出席者の
皆さんからお話を聞くことが出来ました。
驚いたのは約20人の出席者の内半数の方が、
平素は何も言われませんが大病を患い治療を続
けていられる方、元気になられた方がおられた
のには驚きました。
ロータリーライフの1番は例会に出る事、先
ずは健康でなければ出席できません。
皆さんから寄せられたことが少しでも健康管
理にお役にたてばという気持ちでいます。
どうかご参考して頂ければと願っております
（健康委員会一同より）
１ 週に2，3回ジムに行っている。
２ 毎年1度は人間ドッグに行っている
３ 30分ほど自転車に乗っている。
４ 青汁を飲んでいる、
５ 食事と運動のバランスをとっている。
６ 酒を控え、良く寝る。精神的に負けない。
７ 風呂とマッサージを毎日している。
８ 病によってはオピニオンを利用しよう。
９ 夜ジョギングしている。
１０ 歩く会、走る会、自動車の会、泳ぐ会があ
り参加するようにしている。
１１ 必要以上のものは食べない。昼は蕎麦、夜
はいっぱい食べる。
１２ ３日続けて酒を飲まない。薬なし病院無し
生活に知恵を働かせる生活には、医者はいらな
い。
１３ 酒は量を決めて飲む。

☆☆ 1、2、6、7 テーブル情報集会☆☆
2月6日18時より、
堂島にあります中央電気倶楽
楽部においてテーブルナンバー1、2、6、7のテー
ブル情報集会が開催されました。在本会長中島
幹事をはじめメンバー20人にて和やかに始まり
ました。今年で100周年を迎えるモダンな会場で、
メンバー全員から①最近気をつけている体調管
理について、②クラブの例会について、というお
題に対するお話を頂き、美味しいお食事を楽し
みながらあっという間の2時間が過ぎ、内閣の組
閣のような記念写真を撮影しお開きとなりまし
た。
第６テーブルＴＭ 高橋竜啓

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
淡路産季節のお野菜のリゾットとポーチド
エッグ
ハーブ・ローストチキンとスパイス・キャ
ロット、新玉ねぎとポテトのコンフィ
ホワイトチョコレートチーズケーキと柑橘フ
ルーツ

大林芳郎

ロータリー讃歌

作詞

津田宗三郎

大阪ＲＣ

作曲
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（ロータリーの友 2013年2月号より）

