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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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経済と地域社会の発展月間・米山月間

（ 敬称略 ）

次週（１０月１２日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
会

員

名

◎溝手・○北村・末澤・梅本・西浦・高良・川原・石田

１）例 会 （2400回）
２）国旗およびロータリー旗に礼

１）“50周年記念”大阪国際がんセンター

３）ソング

君が代・奉仕の理想

２）ソング

４）卓

米山月間記念卓話

３）卓

話

施設整備基金寄付記念例会（2401回）

「中国のファイアウォール」
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米山奨学生

◎山田・○中村（修）・仲西・中島・中野・荒木・永田・西井

◎鍬田・○南川・衣斐・髙松・坂本・寺井・川本

◎中村（健）・○二宮・安田・重里・金田・井戸・福井

◎山本（喬）・○松宮・大矢・在本・福原・中川・寺内

Ｎｏ．６

◎森本・○今井・箕村・平尾・宮里・吉村・木川・坂東

Ｎｏ．７

◎勝見・○深田・髙橋・柳澤・河田・御木・廣畑・山本（邦）

田

園

様

米山奨学委員会

☆☆ １０月度のお誕生日 ☆☆
2日 井戸 幹雄
13日 梅本 知秀
29日 福原 哲晃

8日 山田 雅則
19日 荒木 幾夫
30日 山本 喬一
（以上敬称略）
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、青少年奉仕委員会による一般
財団法人、大阪府青少年活動財団ユースリー
ダー卒業生、辻堂 朝香さんと、なるかわリー
ダー卒業生、北本 和也君の卓話です。題して「自
分の人生にプラスになったリーダー活動とは」
で、自身の活動経験から得た事を中心に卓話し
てくれます。
本日午前11時から、ヒルトン10階「平安の間」
に於いて戦略計画委員会が開催されました。こ
れまでの会員アンケートによる意見・提言をま
とめられた結果を、山本喬一委員長より提言さ
れます。
9月30日（土）17：00～東大阪市立野外活動セン
ター「自由の森 なるかわ」に於いて、2017年度卒
業予定者12名（男子4名、女子8名）の青年功績賞
授与式が行われます。
当クラブより10名が参加致
します。

話

我等の生業
「大阪国際がんセンターの
取り組みについて」
大阪国際がんセンター
事務局長 植田 剛司 様
50周年記念事業実行委員会

先週9月21日（木）の例会に於いて、50周年記念
事業実行委員会より、記念事業・記念式典等の概
要が井戸実行委員長はじめ各部会長より発表さ
れました。これにより、全体としての骨格が出来
つつあり最終的な詰めの段階に入っていると実
感しています。
9月26日（火）に会長杯ゴルフ会が開催されま
した。晴天のもと参加者全員無事にラウンドを
終えることができました。なお、石田会長杯の取
り切りは坂東信幸会員、今期第1回目の会長杯は
森本成俊会員が優勝されました

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①10月1日からロータリーレートが1ドル＝112円
に変更になります。（現行1ドル＝109円）
②50周年国旗掲揚台奉納記念例会の出欠のご返
事を事務局までお願いいたします。
③創立50周年記念式典・祝賀会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
④新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑤本日例会終了後「10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。

☆☆ 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
３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

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

58名
40名(52名)
19名
12名

敬称を略す

本日の卓話で大阪府青少年活動財団ユースリー
ダー卒業生 辻堂朝香さん、なるかわリーダー
卒業生北本和也君、楽しみです。頑張って下さ
い
橋本 守之
青少年リーダー卓話楽しみにしております
寺杣 晃一
本日は、青年功績賞を受賞されたユースリー
ダー卒業生辻堂様、北本様にリーダー活動の思
い出をお話しいただきます。楽しくお聴き下さ
い。
福原 哲晃
石田会長杯 取り切り戦優勝させていただき、
ありがとうございました。
坂東 信幸
第1回橋本会長杯ゴルフ優勝してしまいまし
た。ありがとうございました。
森本 成俊
先日のゴルフ会でとてもうれしい事がありまし
た！自祝
川原 和彦
第1回橋本会長杯 お疲れ様でした。 箕村 保
平成29年9月28日

合計金

36,000円

累計金

864,000円

☆☆ 先週（9 月 28 日）の卓話 ☆☆

9月28日の出席率
76.92％
４週間前（9月7日）の
メークアップを含む出席率 81.13％
メークアップ実施会員
4名（欠席者14名)
のなかったたくさんの人と関わることができま
した。この最高の仲間と関わることで相手のこ
とを考える大切さ、力を合わせて一つのものを
作っていく楽しさ、を学びました。たくさんの信
頼できる人達に出会えたことが、今だけでなく
これからの人生にもプラスになると信じていま
す。リーダー活動をすることができた私はとて
も幸せです。
「自分の人生にプラスになったリーダー活動

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

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生業

コーヒー又は、紅茶

望むは世界の久遠の平和

ミックスサラダ

健康ミニ情報
体の化学工場（肝臓）
体の臓器の中で一番大きいのは肝臓と言
われて、代謝をはじめ生命を維持するう
えで必要な機能を多く担っています。
その中でも、三大栄養素と言われる炭水
化物、脂質、たんぱく質のエネルギー代
謝は私たちが活動する上でなくてはなら
ない重要な機能であります。
一方で人体に有毒な物質を解毒する薬物
代謝も、生命を守るためには、必要な機
能であります。
このような肝機能を少しでも理解するこ
とで、健康の維持に心がけて下さい。
また肝臓は、多彩な機能を担っており、
肝細胞では、５００種類以上の化学反応
が日々営なわれています。エネルギー代
謝も、糖尿病など、多くの代謝性疾患に
関わっています。
また肝臓は、再生する臓器としての側面
も持っています。近年、iPS細胞やES細胞
を用いた研究が活発に行われているが、
再生医療には機能細胞の移植による治療
という形だけではなく、肝細胞の安定供
給といった医薬品開発への貢献の仕方も
あると言われています。
(文責健康委員重里國麿)

めぐる歯車いや輝きて

ビーフカレー

9月30日（日）、東大阪市立野外活動センター
「自由の森なるかわ」の豊かな森の中で、橋本会
長以下、髙田会長エレクト、郡副会長、寺杣幹事、
田邉幹事エレクト、仲西親睦活動委員長、今井青
少年奉仕副委員長、西浦青少年奉仕委員、吉村親
睦活動委員等10名出席の下、
青年功績賞授与式を
挙行いたしました。2日前（9月28日）の例会で卓
話をしていただいた北本和也さんも加えて、卒
業予定者
「なるかわリーダー」
12名
（当日出席8名）
に対し、橋本会長から激励の挨拶とともに青年
功績賞が授与されました。「自由の森なるかわ」
は1997年の開設で今年20周年。リーダー達は大学
の4年間この森のキャンプ場で子供たちを指導
してこられました。青少年育成事業はロータ
リーアンにとって基本的な奉仕活動ですが、
リーダー達はまさに身をもってそれを実践して
こられたのです。その精神は脈々と受け継がれ
ています。授与式の最後に挨拶された大阪府青
少年活動財団（ユースサービス大阪）の中野泰孝
専務理事も、能勢の大阪府立野外活動センター
にて青年功績賞を受賞しその後の人生への励ま
しになったと紹介され、この賞の意義をリー
ダー達に感動を込めて話されました。当日のセ
レモニーには、宿泊を予定して参加された田邉
会員のご家族（奥様、ご子息）も参加されました。
（ところで、私どもが帰るのを寂しがっておら
れたご子息は、存分に満喫して帰られましたで
しょうか。）

ロータリーの目的
ロータリーの目的は次の各項を奨励す
ることにあります。
１．知り合いを広めることによって奉仕
の機会とすること
２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ
仕事はすべて価値あるものと認識し、社
会に奉仕する機会としてロータリアン各
自の職業を高潔なものとすること
３．ロータリアン一人一人が、個人とし
て、また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を実践すること
４．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界
のネットワークを通じて、国際理解、親
善、平和を推進すること
研修リーダー 南 川 和 茂

とわ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

「自由の森なるかわ」青年功績賞授与式
青少年奉仕委員長 福原 哲晃

永久に栄えよ

～一生の仲間～」
なるかわリーダー卒業生 北本 和也 様
私がユースサービス大阪のなるかわリーダー
を4年間活動した中で得たものはたくさんあり
ます。子ども同士の関係を作るためのゲームの
知識やキャンプファイヤーを盛り上げる技術、
施設を整備するための技術、どれも大学生活だ
けでは身につかない貴重なものばかりです。こ
れらの能力はこの活動を続けたからこそ得るこ
とができたものです。私は2年目のとき、大学や
部活動が忙しく、リーダーを続けていく自信が
無くなった時期がありました。その時『何言うて
んねん、お前キャンプ好きやろ、面倒くさいか
らって逃げんなや。』と叱咤激励してくれた同ラ
ンクがいました。
『お前がおらんかったら寂しい
わ。』と言ってくれた先輩がいました。その言葉
があったからこそ、辞めずに続けて来れました。
職員さんは同級生に対して『言いたいことは言
え、どんどんぶつかれ、喧嘩を恐れるな、ただし
相手のことも考えてな。』と言ってくれました。
普通なら気を使うことだけが単純に上手になる
大学生時代ですが、その時期に相手の成長を考
え、全力でぶつかり、時には喧嘩し、涙したこの
仲間こそが、この活動を続けたからこそ手に入
れることができた、貴重な宝物です。

☆☆ 青年功績賞授与式 ☆☆

我等のロータリー
ロータリー

「自分の人生にプラスになったリーダー活動」
一般財団法人 大阪府青少年活動財団
ユースリーダー卒業生 辻堂 朝香 様
私にとってのリーダー活動とは、日常の自分
とは一味違う自分に出会わせてくれるもので
す。リーダー活動をしていると、大勢の人の前で
堂々と話すなど、日常生活ではハードルが高い
と思うようなこともできる自分に出会えます。
「私はこんなこともできるのだ」という自己に
対する新しい発見は、人生において成長する機
会を与えてくれるものであると感じています。
またリーダー活動を通して自分の人生にプラ
スになったと感じること、それは自分のことを
理解してくれ大切に思ってくれる最高の仲間に
出会えたことです。お互いの良い所を引き出し
合い、心から信じることのできる同ランク、たく
さん話を聞いてくれ厳しさの中にも愛のある尊
敬できる先輩、いつも頼ってくれるかわいい後
輩、リーダー活動をしていなければ出会うこと

）内は会員総数を基準とした値

