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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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会員増強・拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2257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
会員増強・拡大月間記念卓話
「会員拡大・増強セミナーにおける
会員の増強と退会防止について」
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
委員長 福田 忠博 様
会員強化委員会

☆☆

8月度のお誕生日

7日 重里 國麿
24日 髙橋 弘泰
28日 末澤 正大

☆☆

15日 寺井 種伯
24日 寺杣 晃一
（敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
七月のこの週は、京都祇園祭、今日明日と天神
祭と全国屈指の夏祭りが続きます。当クラブメ
ンバーである寺井宮司が一年で一番緊張してご
奉仕される祭事と推察します。会員皆様も大い
にご奉仕の上、お楽しみ下さい。
７月１７日、本年度第一回の同好会ビアフレ
ンドがアサヒビアホールで開かれました。世話
役の中野 格会員、山田雅則会員にお世話をお
掛けしました。世話役のお話では、当日キャンセ
ルが多数おられたようですが、３０名の老若男
女が集い、Ｉ会員のご友人はベリーダンサーで
有名な方のようで、私には刺激的でした。
又、本年クリスマス家族会、地区大会での出演
をお願いしています宝塚歌劇団ＯＧの髙田会員
の奥様とお仲間にも出席して頂き、ロータリア
ンの歌唱の実際を見聞して頂きました。８月は
お休みのようですが、９月、又楽しいビアフレン
ドをよろしくお願いします。

次々週（８月２１日）のお知らせ
１）例

会

２）ソング

（2258回）
ロータリー讃歌

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

さて、先週１７日、例会の日にウクライナ上空
でマレーシア航空の旅客機がミサイル攻撃を受
け、乗客乗員２９８名が一瞬にして生命を奪わ
れました。３１年前に樺太沖で大韓航空機が戦
闘機の攻撃を受け撃墜されました。いずれも旧
ソ連・ロシアが関係しています。
日本では、国会周辺・マスコミも含めて、集団
的自衛権行使の内容について、口角泡を飛ばし
て“あれはいかん”“これはいかん”とやってい
ます。“有事”のことは“無事”の時に明確・鮮
明に対内外に国家・国民の決意・意見として発信
しておかねば、次の標的は日本の航空機・船舶と
なってもおかしくないのですが、皆様はどのよ
うにみておられるのでしょうか。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2014-15年度 IM6組 インターシティ・ミー
ティング」のご案内を本日お配りしておりま
す。
②8月21日にクラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
を開催いたします。本日ご案内をさせて頂い
ておりますので関係各位は出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
③№2・5テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
④№1・3・4テーブル、№6・7テーブル情報集会の

☆☆ 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
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

62名
45名(56名)
23名
11名

出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。
⑤「2014～2015年度 上半期会費のお願い」をさ
せて頂いております。お振り込み宜しくお願
いいたします。
⑥本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。
⑦次週7月31日（木）ならびに8月14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。
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。
⑨目幸会員、中島康之会員が6月末日をもって退
会となりました。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

10月18日(土)のＩＭへの皆様のご参加をお願い
にまいりました。
新大阪ＲＣ
本日の卓話！耳をケガシますが、よろしくお願
いします。
中川 政照
橋本副会長！！友情に感謝。元気つきました。
小寺 一矢
平成26年7月24日

合計金

15,000円

累計金

323,000円

☆☆ 先週（7 月 24 日）の卓話 ☆☆

7月24日の出席率
80.36％
５週間前（7月3日）の
メークアップを含む出席率 92.98％
メークアップ実施会員
2名（欠席者6名)
インドのデカン高原にアジャンタ・エローラとい
う巨大仏跡があります。その仏像の額に大きな卵
台の凹みが残っています。一説によりますと、
真っ赤なルビーが付いていたそうです。
ダイヤモンドやルビー、サファイアが採掘される
場所については情報が与えられるようになった
のは、１３世紀のマルコ・ポーロによる「東方見
聞録」が初めてである。
マルコ・ポーロは皇帝フビライ・ハーンに永遠の
支配権を象徴する青い石・サファイアを献上した
ので行動の自由を許された。
人間と宝石の歴史で最初の出会いは
１ 薬として
２ 化粧品として
３ 信仰のシンボル扱いまたはお守りとして
４ どこの国へ行っても換金できる財産として
５ 身に着けるお洒落のシンボル・富の象徴として
人類が存在していなかったら、宝石は今の価値を
与えられていない。しかし、またそれ故に人類は
これを得、これを奪い、これを所有することに躍
起となってきた。それが人間と宝石の歴史なので
す。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
マッシュルーム・クリームスープ、タイムの
香り
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
キャラメリゼ、アップルタルトとシャーベッ
トとシードル・サバイヨン
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

「人間と宝石の歴史」
中川 政照会員
記録に残る最古、宝石の記述は５５００年前のヒ
エログリフにあります。
胸焼け・食べ過ぎの時にはエメラルドの粉末を飲
むと良い！
目の周りにエメラルドの粉をアイシャドーの様
に塗ると、蚊や小蝿が目に入らなくなる。フェニ
キアの記録によると地中海の海岸線が今と違い
海岸線沿いにアシ等が生えていて、ナイル川と同
じ湿地帯が多くあったそうです。
フェニキア人はその後の歴史を変える大きな発
見・発明をしています。
①アルファベットの発明！
② 北極星を発見！
③ フェニキア語「ビブロス」がキリスト教の「バ
イブル」の語源

）内は会員総数を基準とした値

