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2014-2015年度RIテーマ

＜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 （2279回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
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
｢国際奉仕について」
地区国際奉仕副委員長 岩上 高幸 様
国際奉仕委員会

☆☆ ２月度のお誕生日 ☆☆
19日 髙橋 俊起
28日 郡 悦清

27日 三谷 滋伸
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

この一週間は皆様におかれましても、新聞・テ
レビの報道に接する度に何とも表しようのない
沈痛な気持ちになられていたことでしょう。お
一人の方は殺害され、もうお一人もどうなるの
か。安倍総理は「極めて卑劣な行為に強い憤りを
覚える。断固避難する。」と強調されていました
が、口頭の非難など通用する相手ではないこと
は、総理ご自身が一番よく判っておられること
でしょう。我々としては、たとえお一人でも無事
救出されることを祈るしか術がありませんが、
それにしても身柄拘束は昨年８月と１１月で
す。政府機関は、この間、何をしていたのでしょ
う。
さて、昨日はＩＭ６組の第４回会長・幹事の懇
談会である「睦輪会」があり、中島幹事と出席し
て参りました。１１クラブ会長から交々活動内
容について、ざっくばらんなお話がされました
が、印象に残ったことは、会員増強にいかに心を
砕いておられるか、という点でした。
退会された方への再入会の呼びかけ、退会防

次週（２月１２日）のお知らせ
１）例 会 （2280回）
２）ソング
四つのテスト
３）卓 話
｢神話が創り出す暴力」
NPO法人暴力防止情報スペース・APIS
朴宗筍（パク チョンスン）様
髙田 肇 会員紹介
止のため長期欠席者への会長訪問、高齢会員の
会費負担軽減策の模索、女性会員の受入等。女性
会員の受入れについて、大阪ロータリークラブ
で２名の女性会員の入会があったそうです。こ
れも積極的に門戸解放したという訳ではなく、
ＡＮＡとＪＡＬの西日本代表が交代し、新たに
代表になった方がたまたま女性だった、という
ことらしいです。
「企業の前任者が会員であった
場合の後任者に限って」ということらしいです
が、東京ロータリーでも同じ現象が起きている
らしいです。これから、わがクラブも直面する課
題です。日頃からお考えおき下さい。私自身は、
一度苦い経験をしておりますので、この話題は
回避させて頂きますが。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①（公益財団法人）ロータリー米山記念奨学会
より、昨年1年間（2014年1月～12月）の特別寄
付金ならびに普通寄付金につきまして、確定
申告で税務署にご提出いただく書類が届きま
した。寄付金免税申告用領収証（税額控除に係
る証明書の写し付）を「確定申告用領収証送付
の件」・リーフレット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、
「確定申告用領収証送付の件」をご一読いた
だきお手続きをお願いいたします。
②青少年交換派遣学生の徳岡 虎太郎君から報
告書が届いておりますのでお配りしていま
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

０名
１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

62名
40名(53名)
25名
13名

③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。
④№1.5テーブル情報集会のご案内をお配りし
ております。ご返事を事務局までお願いいた
します。
⑤台北陽明ＲＣ創立38周年記念式典の出欠のご
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本日例会終了後、2月度定例理事会を3Ｆ「アン
バー」にて開催いたします。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

結婚記念日のお花ありがとうございました
高良 尚志
本日卓話よろしくお願いします。 髙井宗一郎
平成27年1月29日

合計金

10,000円

累計金 1,3233,40円

☆☆ 先週（1 月 29 日）の卓話 ☆☆

１月29日の出席率
75.47％
４週間前（1月8日）の
メークアップを含む出席率 85.96％
メークアップ実施会員
４名（欠席者12名)
たとえば、SNS内にある多種多様なコミュニ
ティで、同じ趣味を持つ人、同じ出身地の人、同
じ大学を卒業した人、同じ目標に向かって頑
張っている人などなど、自分と共通点を持つ人
と出会うことができます。
また、知り合いだけれどあまり交流していな
かった相手とも、
SNSで繋がることにより、
より親
しい関係になったりします。同じロータリーク
ラブの人たち同士とSNSで繋がるケースなども、
これに含まれるでしょう。
自分にとって大切な何かを共有できる相手と
の出会いは、
ときに人生を動かします。
SNSで仕事
のパートナーがみつかったり、結婚相手と出
会ったりと、人生を変える相手と出会う人も少
なくありません。趣味や仕事に関係する重要な
情報や、最新の情報をSNSで得るケースも多いで
す。
つまり、SNSは、普段の生活では出会えなかっ
た人と出会わせてくれる場所であり、普段の生
活では行えなかったコミュニケーションを可能
にしてくれる場所。
だからこそ、
多くの人がSNSを
使い、ハマっていくのだと思います。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
２月第２例会のお知らせ
日 時：2月18日（水）19:30～20:50
内 容：「日本の楽しみ方を学ぼう！！」
（国際奉仕委員会） 場 所：錦城閣

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ブロッコリーのポタージュ
ポークカツ 大葉風味、トマトソース
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ コーヒー

つど

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

生業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー
ロータリー

「ＳＮＳを楽しもう」
髙井 宗一郎会員
LINEやFACEBOOKなどのSNS（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）が流行っています。この
中にもSNSを使わない日はないという方もいらっ
しゃるのではないでしょうか？一方で、全く
使ったことがないという人もまだまだいらっ
しゃるでしょう。
「同窓会に行ったら皆やってい
た」「友人に誘われた」など、無視できない状況
に遭遇することもあるのではないでしょうか。
でも、SNS未経験の人には、SNSがどんなモノな
のかピンと来ないはず。
そこで今回は、SNSとはそ
もそも何なのか、どんなところが楽しいのかを
お話したいと思います。
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス）とは、その名の通り、社会的な繋がりを作り
出せるサービスのことです。
SNSに登録し、誰かと繋がり、日記を書いたり、
誰かの日記にコメントをつけたりすることで、
情報交換や会話を楽しむことができます。
つまり、知らない人や、知っていたけれど交流
がなかった人とインターネットを介してコミュ
ニケーションを楽しむことができるのです。

）内は会員総数を基準とした値

