
実行委員長より、本日会員の皆様に実行委員と

しての委嘱状を配布した事、及び50周年実行委員

会の各部会のメンバー構成並びに計画案を説明

頂きました。 

当日夜は本年最初のビアフレンド会がアサヒ

ビアホールにて開催され、仲西会員、高橋会員等

世話役の方のご尽力で、17名程の方が参加頂き、

和やかに宴を持つ事が出来ました。世話役の

方々に感謝・感謝です。 

地区より2017-2018年度地区委員の委嘱状が中

島清治会員（ローターアクト副委員長）・中村 

修会員（社会奉仕委員）に届いておりますので後

程お渡し致します。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「2016-17年度 ロータリーデー」の出欠のご
返事を本日中に事務局までお願いいたしま
す。 

② 2017年国際大会（アトランタ大会）の出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。 

③ 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。 

④ 第2回三世代クラブ有志合同懇親会が明日  
1月27日（金）18:00～「ル・クロ・ド・マリアー
ジュ」にて開催されます。関係各位宜しくお願
いいたします。 

⑤ 本日例会終了後、2月度定例理事会を10Ｆ「平
安の間」にて開催いたします。関係各位宜しく
お願いいたします。 

☆☆ ２月度のお誕生日 ☆☆ 

  5日 坂東 信幸  19日 髙橋 俊起   

  28日 郡 悦清       （以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

先日の例会19日(木)は午前中にクラブ戦略計

画委員会が開催され、山本委員長の下、クラブの

今後について討議されました。以前に実施され

ましたアンケートを基にして、クラブの短所の

解消に向けて、まずは各委員会の充実の為、年次

計画書作成までに南川会員、中川会員が各理事・

委員長にレクチャーし、各委員会のメンバーが

決定次第に新旧の各委員会メンバー全員が集ま

り事業の引き継ぎ、再検討を行って各メンバー

に参加意識を持ってもらおうでした。 

又会員増強の為、クラブの奉仕活動を広く皆

様方に知って頂く意味で目立つ事も大切との認

識の下、当クラブのユニフォーム（ジャンバー

等）や旗を作成し、共通のユニフォームを着用す

る事によって知名度を上げて行こうとの意見に

て、至急用意する事となりました。同時に、当ク

ラブのパンフレットの作成も急がねばなりませ

ん。次回の委員会では、クラブの目指すビジョン

は何かを鮮明にして行こうと各委員が発表する

事となっております。 

例会では卓話の時間を利用して、井戸50周年

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2369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  「 国際奉仕について 」 

      地区国際奉仕委員会 

      副委員長 宮崎 正人 様  

        国際奉仕委員会  

次週（２月９日）のお知らせ 

１）例 会 （2370回） 

２）ソング  日も風も星も 
３）卓 話  「総合診療の夜明け」 
         木戸医院名誉院長 
           木戸 友幸 様 

           福原 哲晃会員紹介 
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会 長 石田 道夫  幹 事 箕村 保  広報委員長 中村 健輔 
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☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

岡田監督様 本日の卓話期待しております。 
 石田 道夫 
3月4日のインターシティミーティングよろしく
お願いします。     大阪城東RC 大道 塩山 
川本大先輩久しぶりにお顔を見れ、嬉しいで
す。 石田 道夫 
川本先輩 全快お慶びとして 箕村 保 
川本会員 お元気な姿を見て、嬉しい限りで
す。 橋本 守之 
川本先輩のお元気なお顔を拝見して 坂本 一民 
川本さん 全快おめでとうございます。 
 井戸 幹雄 
川本浩会員の久々のお出まし、心よりお喜び申
し上げます。 南川 和茂 
川本さんの全快を祝して 髙松 貞彦 
川本浩先輩!! お元気なお顔を拝して!!誠に嬉し
く思っています!! 中川 政照 
川本先輩 元気にご出席ありがとうございま
す。 郡 悦清 
川本先輩 元気なお顔で出席、嬉しいです。  
 山本 喬一 
川本さん お帰りなさい。 福原 哲晃 
川本先輩 クラブにお戻り頂きおめでとうござ
います。 中村 健輔 
川本先輩 お元気なお顔を見れて大変うれしく
思います。 髙田 肇 
川本先輩の元気なお姿を見せて戴いて  
 在本 茂 
川本大先輩 久々のご出席心よりお喜び申し上
げます。 川原 和彦 
川本大先輩の全快をお慶びして 高良 尚志 
川本先輩 驚かさないで下さい！よかったで
す。 寺杣 晃一 
川本先輩 お久しぶりです。 寺内 清視 
川本さん 全快おめでとうございます。ひさし
ぶりです。 溝手 悟 
川本先輩の久々のお出まし心よりお喜び申し上
げます。 柳澤 興平 
川本浩先輩！お元気なお顔拝して、とても“う
れしい”です！ 永田 秀次 
本日より例会に出席します。よろしくお願いし
ます。 川本 浩 
平成29年 1月26日  合計金   81,000円 
          累計金 1,966,000円 

☆☆ 先週（1月 26 日）の卓話 ☆☆ 

「最近の高校生の現状と接し方」 
      履正社高等学校硬式野球部監督  
           岡田 龍生様 
           荒木 幾夫会員紹介 
最近の高校生におけるマナー、モラルの低下

は非常に目につきます。また、コミュニケーショ
ン能力も低く、人とのかかわりが全く出来ませ
ん。この原因の一つと考えられるのが、携帯電話
などで行うゲームです。ゲームは全て自分の都
合ででき、気に入らなければリセットするなり
他のゲームを選択すれば良いわけで、周りに気
を使う必要が全くありません。他人の事につい
ても我関せず、リーダーシップを発揮したり、
フォロアーシップを発揮したりする事もありま
せん。 

そこで私達指導者は、どう今の高校生と向き
合い、接していくのが良いか、10年位試行錯誤し
てまいりました。そして現在心掛けていること
は、生徒全体への話だけではなく、個人と向き合
い、話をする時間を数多く設けることです。当
然、労力も要しますし、時間もかかります。しか
し、根気よく続けることが大切で、続けていると
何か変化がみえてきます。 

この変化が見えた所が大切で、そこでもう一
度話をします。変化がうかがえると言うことは、
生徒も何か変えようと取り組んでいます。「最近
少し変わったな、何か意識して取り組んでいる
のか」と聞いてあげると、非常に澄んだ目でこち
らを見ます。これでその生徒は謙虚になり、認め
られたと認識し、指導がスムーズに入って行き
ます。変化に気づき、いち早くコミュニケーショ
ンを取っていく事が、現在の高校生と上手く接
して行くコツではないかと感じております。 

2年連続トリプルスリーを達成したヤクルト
の山田選手、今回ドラフト1位で入団したヤクル
トの寺島選手も、良いタイミングでコミュニ
ケーションが取れた、ひとつの成果ではないか
と思っています。 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ２名 会員総数 59名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 45名(54名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 22名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席  9名 

1月26日の出席率 83.33％ 

4週間前（ 1月 5日）の 

メークアップを含む出席率 72.22％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者 17名) 

 ♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 

2月第1例会のお知らせ 
日 時：2月1日（水）【開 会】19：30 

内  容：「献血について」 

場所：錦城閣（通常例会場です。） 

登録先：幹事 小城ひろ子 TEL：090-6888-9677 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

・甘海老、帆立貝のタルタルと蕪のラヴィオ
リ、春菊のクーリー、マイクロスプラウト 
・鴨胸肉のロースト、焼き長葱、マンダリン
のキャラメリゼ、グリーンペッパーコーン

ソース 
・ローズヒップ入りアーモンドケーキと 

ストロベリーのサラダ 
・コーヒー又は、紅茶 

・胡桃入りソフトブレッドとバター 


