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2018-2019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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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
次週（９月２０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2442回）
ロータリー讃歌
「新入会員自己紹介」
小寺

寿矢

会

（2443回）

２）ソング

それでこそロータリー

３）卓

ロータリーの友月間記念卓話

話

「なぜロータリーの友を読むのか」
会員

ロータリーの友地区代表委員
木村

芳樹

様

ソング・プログラム・広報委員会

☆☆

☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆
26ヵ年 中村 健輔

20ヵ年 川原 和彦
(以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。 一昨日の台風２１号は超大型
で直撃でした。厳しかったのは４時間余りでした
が、皆様は被害がありませんでしたでしょうか？
あまり経験したことがない風と雨でした。 ま
た、今朝北海道で大きな地震がありました。真剣
に地球をいたわってあげないといけないと思い
ます。 9月1日（土）に吉野と生駒なるかわ合同
の大阪府青年功績賞授与式がありました。34名の
卒業者に青年功績賞を授与させていただきまし
た。会長、幹事、御木青少年委員長、郡会員、仲
西会員、今井会員、髙橋会員、吉村会員の８名で
参加致しました。有難うございました。
8月30日（木）に№５および７のテーブル情報集会
が開催されました。中川会員御用達のちょっと辛
めの中華料理で紹興酒も大変美味しく、末澤・坂
東両テーブルマスター設営有難うございました。
9月1日（土）に地区ロータリー財団セミナーがＹ
ＭＣＡ会館で開催されました。ロータリー財団担
当の西井会員にご出席いただきました。

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて9月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②№2.3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。
③地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。

☆☆

9 月度理事会決定事項

☆☆

・秋の家族会について10月20日(土)10:30集合で動
楽亭(落語)～オーパスワン(昼食)で決定。詳細
別途案内予定
・地区からの西日本豪雨災害義捐金の要請に対し
災害支援積立金より10万円を支払う
・職業奉仕賞授与式(10月18日(木))の予算、予算
内にて決定

☆☆ にこにこ箱 ☆☆
誕生日自祝
誕生日自祝
誕生日自祝
誕生日自祝
誕生日自祝！
誕生日自祝

敬称を略す

髙田
南川
在本
中村
中島
山本

肇
和茂
茂
健輔
清治
邦人

☆☆ 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
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

51名
34名(44名)
20名
10名

結婚自祝
仲西 良浩
本日の卓話よろしくお願い致します。
高良 尚志
高良さん 卓話がんばって下さい。 井戸 幹雄
高良会員 卓話楽しみです！
石田 道夫
高良会員の卓話楽しみにしています。
山本 喬一
先日は中川さんはじめ末澤・坂東両幹事さんの
ご配慮により大変よかったです。ありがとうご
ざいました。
坂本 一民
川原パスト会長・平尾会員・寺杣会員 先日は
大変お世話になりました。
石田 道夫
橋本会員、川原副会長、木川会員、末澤会員・
坂本会員にお世話になり有難うございます。
南川 和茂
喬一さん 中味の濃い素晴らしい卓話ありがと
うございました。
大矢 平治
五花会の皆様 大変お世話になりました。
中村 修
平成30年9月6日

合計金

82,000円

累計金

656,000円

☆☆ 先週（9 月 6 日）の卓話 ☆☆

9月6日の出席率
77.27％
5週間前（8月9日）の
メークアップを含む出席率 84.44％
メークアップ実施会員
2名（欠席者9名)
験を行う等、交流の危険性をプロパガンダしま
したが、
ナイアガラ瀑布の発電所から数十km離れ
た工業地帯へ高電圧による高効率送電を行うテ
スラの交流システムに敗れ、エジソンの会社も
交流に対応することとなってエジソンは会社か
ら追われます。日本では、エジソンの名声は高
く、テスラは無名と言ってよいほどですが、世界
的にはそうでもなく、米国の電気自動車会社テ
スラの名称は、テスラの交流誘導モータ兼発電
機を用いていることを含めてテスラに敬意を表
したものであり、英国の工学部の大学生が工学
ヒーローとして選んだ４位がテスラ、５位はビ
ル・ゲイツ、エジソンは10位であり、オバマ前大
統領が、アメリカを発展させた移民の代表４名
としてアインシュタイン、鉄鋼王カーネギー、
グーグルのセルゲイ・ブリンの３名と共に挙げ
たのはニコラ・テスラでした。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
焼茄子 とろ湯葉 海老旨煮 針茗荷
鱸(すずき)蓼焼 蕗土佐煮 丸十密煮
初神(はじかみ)
里芋饅頭 茸 旨出し餡かけ 生姜 三つ葉
かやく御飯 香の物
きつねうどん
梨
コーヒー

ロータリー讃歌

こころ

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

しるし

一、ロータリー 奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー ロータリー
徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー

むつみ

二、ロータリー 理想の表徴

ロータリー 融和と親善
ロータリー ロータリー
希望に燃えて
世界に 平和を樹てる
ロータリー ロータリー

「エジソンとテスラ」
高良 尚志 会員
電球はエジソンの発明とされていますが、40
年以上前にスコットランドのリンゼイが発明し
ており、その後エジソンより前に「電球の改良」
の特許が何件も成立しています。エジソンは、自
分より前の「電球の改良」の特許により訴訟を起
こされましたが、自分に不利な部分を除いて綴
じ直した研究ノートを提出する等の手段まで用
いて辛うじて特許が有効と認められ、発電・送電
を含めた電灯事業を発展させることができまし
た。但し、エジソンの事業は直流であったため電
圧を換えられず、送電距離は2－3kmが限界でし
た。その頃に、世界初の交流モータを発明したテ
スラがエジソンの会社に入り、交流の優位性を
信じていたテスラは交流システムの採用を主張
しました。しかしエジソンは聞き入れず、テスラ
は会社を辞めて交流でエジソンと競合すること
となりました。エジソンは交流で動物を殺す実

）内は会員総数を基準とした値

