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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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世 界 理 解 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
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月度の結婚記念日 ☆☆
藤井 弁次
金田 五郎

重里 國麿
西海 栄悦

小澤 満
成松 正和
（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7日にソチオリンピックが開幕致しまし
た。日本選手も期待されておりますが、ようやく
スノーボードで銀銅のメダル、またノルディッ
ク複合で渡部選手が銀メダルを獲得されまし
た。スロープスタイルの角野選手、フィギュアス
ケート団体、スピードスケート男女、女子スキー
ジャンプノーマルヒル、女子モーグルの上村愛
子選手など健闘しておりますが、メダルには手
が届いていないという現状です。今後の活躍に
期待致したいと思います。
上村愛子選手は私と同じ伊丹市の出身でござ
います。子供のころ身体の問題でご両親と一緒
に長野県へ移住されたのですが、それがきっか
けとなりこのような世界的な選手として名を留
めるようになられました。人生はどこで転機す
るかわからないものであります。なお、162億円で
ヤンキースへ入団した田中正大選手も伊丹市出
身でございまして、巨人の坂本選手、元西武のメ

次週（２月２７日）のお知らせ
１）例

会

（2237回）

２）ソング

知床旅情

３）卓

話 「弁護士43年、徒然なるままに」
小寺

一矢会員

４）3月度定例理事会
ジャーリーグに行きました中島選手、歌手の徳
永英明さん、女優の有村架純さんも伊丹市出身
でございます。以上伊丹出身の方でした。
＜会長報告＞
１.2月6日に1,2,6,7番テーブルのテーブル情報
集会がございました。例会につきましてはいろ
いろな御意見を頂戴致しました。これはテーブ
ル情報集会の糧であると思います。御意見をも
とに今後の例会の運営をいろいろ工夫して、会
員の皆様の御期待に添えるよう努力していき
たいと思っております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「抜萃のつづり その七十三」を本日お配り
しております。
②「2014～2015年度版 ロータリー手帳」申し込
みを2月20日（木）までに必ずご提出ください。
③「春の家族会」出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
④「観梅」出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤№3.4.5.8テーブル情報集会の出欠のご返事を
事務局までお願いいたします。
⑥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。
⑦次週2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。本日会員ポストに案内図を配布させて

☆☆ 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

２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

）内は会員総数を基準とした値

2月13日の出席率
78.69％
４週間前（1月23日）の
メークアップを含む出席率 82.46％
メークアップ実施会員
3名（欠席者13名)

66名
48(61名)
24名
13名

必要である。
２．リスクが起らないようにすることが何といっ
ても大切であるが、リスクが起ってからどうす
るかも、これに劣らず大切である。
過去の事例からすれば、リスクが起ってから
どうしたかによって、より大きく評価されるこ
とが多い。
最近、私が関わった事件（リスク）について、
お話ししたい。
３．個人のリスク
①自転車事故
高額賠償が増えている。一生の重荷。子供
にはヘルメットを。
②特殊詐欺（送り付け商法／ネガティブ・オプ
ション）
代引き注意。心当りのないものは受け取ら
ない。
特定商取引法
１４日間経過後処分
③痴漢と疑われないように
駅員室に行かない。「説明したら分かって
もらえる」は誤り。
④わけあり物件
心理的瑕疵（住み心地の良さの欠如）
死生観・「大島てる」で検索
⑤大切なものはどこに隠すべきか。
貸金庫 必ずしも安心できない。
遺言書

頂いております。
⑧次週例会終了後「第3回被選理事会」を開催致
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

結婚記念日に会長から美しいお花を頂き、有難
うございました。
藤井 弁次
１８ヵ年在籍自祝
山本 喬一
６ヶ月皆出席自祝
中川 政照
６ヵ月皆出席自祝
御木 威
皆出席自祝
寺杣 晃一
本日卓話．少しでもお役に立てばいいのです
が．
南川 和茂
新年明けましておめでとう御座います
衣斐 孝雄
在本会長 先日はお世話になりました。
溝手 悟
平成26年2月13日

合計金

50,000円

累計金 1,613,270円

☆☆ 先週（2 月 13）の卓話 ☆☆
「リスク管理について」
南川 和茂会員
昔から、「男は敷居を跨げば七人の敵あり」と
言われていたが、
１．現代社会はリスクに満ちている。
その為にリスク管理が大切であるが、リスク
管理とは時間管理や健康管理と同様に、何か対
象を管理することではなく「自分自身を管理す
る」ことである。
新聞等で事件・事故の情報を知り、自分に降
りかからないように日常から注意することが

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
松花堂弁当

お吸い物

矢野一郎

それでこそロータリー

東京ＲＣ

一、どこで会っても

やあと言おうよ

見つけた時にゃ

おいと呼ぼうよ

遠い時には

手を振り合おうよ

それでこそ

ローローロータリー

二、笑顔笑顔で

語り合おうよ

心心で

結び合おうよ

みんな世の為

働き合おうよ

それでこそ

ローローロータリー

