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2019-2020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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

（2478回）
日も風も星も

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
４）ガバナー補佐訪問懇談会

☆☆ 北村

ＮＯ．２４７８
次週（７月２５日）のお知らせ

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2479回）
我は海の子
「天神祭の今昔ー大阪くらしの
今昔館の展示の紹介ー」
大阪くらしの今昔館
館長 谷 直樹 様
西浦 司会員紹介
４）8月度定例理事会

讓ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
☆☆ ７月度の結婚記念日 ☆☆
髙橋 俊起

吉村 圭太

平尾 彰彦
（以上敬称略）

＊＊

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第６組
北村 讓 ガバナー補佐
プロフィール
【生年月日】 1948年5月5日
【職
業】 株式会社アークエース
代表取締役社長
【ロータリー歴】
1991年
大阪城東ＲＣ入会
1994年～95年 幹事（大阪城東ＲＣ）
2004年
6月 大阪中之島ＲＣ入会
2007年～08年 地区ロータリー財団情報
・増進委員長
2011年～12年 会長
2012年～13年 地区大会実行委員長
2017年～18年 地区職業奉仕委員長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、
ベネファクター、
米山功労者（マルチプル）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは、本日大阪大手前ロータリー
クラブ山本依津子会長と河野裕一幹事がいらっ
しゃいました。後ほどお話をいただきたいと思
います。7月7日2019-20年度米山総会及び新規奨
学生歓迎会に、中島幹事とロニー君が出席しま
した。お疲れ様でした。
昨日、ローターアクトクラブの第一回例会に、
私と石田副会長、中島幹事、吉村青少年奉仕委員
長とで出席して参りました。今年がローターア
クト40周年です。
力強いサポートをしたいと思っ
ています。
蝉の声が聞こえています、梅雨明けもまだな
のに気の早いセミです。
「笑う門には福来る」ということわざがあり
ます。人間はストレスにさらされると笑わなく
なるという。超音波で見ると、人間は胎児の頃か
ら子宮の中で笑っているという。乳児は一日に
四百回も笑うという。医学の知見によると、笑い
はストレスホルモンの分泌を減少させるとい
う。その結果、ストレスを軽減し、血圧、血糖値、
心拍数を低下させるらしい。同時に幸せホルモ
ンを分泌させ、人をリラックスさせる。抗鬱作用
のあるものだ。
また落語や漫才を聞かせた後でNK

☆☆ 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
０名
０名
０名

会員総数
48名
会員出席
34名(43名)
出席規定適用免除 18名
会員欠席
9名

細胞の活性を調べると顕著に上昇するという。
NK
細胞とはガン細胞攻撃の主役だから、ガンに対
する免疫力が高まると言われています。覚えて
いる方がいると思います。40年程前、浪越徳次郎
という指圧師がテレビによく出ていました。
「指
圧の心は母心、押せば命の泉湧く」という決め台
詞の後で必ず「アーッハッハ」と豪快に笑った。
彼がテレビで「さあ皆さん思い切り笑いま
しょう、アーッハッハ」と三度大笑いします。作
り笑いでも自然の笑いと似た医学的効果がある
いうことだそうです。よく笑いましょう。
「幸福だから笑うのではない、笑うから幸福
なのだ」

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①次週「クラブ協議会」を開催いたします。 出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
②「第18回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
が届いております。詳細につきましては掲示
板をご覧ください。
③「2019-20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。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

一年間どうぞよろしくお願い致します。
大阪大手前ロータリークラブ
山本 依津子会長・河野 裕一幹事
大手前ロータリークラブ山本会長、河野幹事、
ご来訪ありがとうございます。
中村 修
在籍５１ヶ年自祝
川本 浩
在籍３６年自祝
橋本 守之
在籍６ヶ年自祝
寺杣 晃一
在籍３ヶ年自祝
坂東 信幸
誕生日自祝
川本 浩
本日の卓話宜しくお願いします
西原 潔
本日の卓話、西原さん楽しみにしています。少
しだけ笑いをね？
中村 修
西原会員、自動車の裏話楽しみにしておりま
す！
永田 秀次
西原さん、卓話楽しみにしています。頑張って
下さい。
中村 健輔
西原君、車動いてますよ！卓話頑張って下さい
寺杣 晃一
西原会員、今期一発目の会員卓話期待していま
す。この卓話のデキ次第で今期の流れが決まる
そうですよ!!
平尾 彰彦
西原さん卓話ガンバッテ下さい
吉村 圭太
西原さん自動車の話がんばってください。
二宮 彰久
令和元年7月11日

合計金
累計金

86,000円
227,000円

）内は会員総数を基準とした値

7月11日の出席率
79.07％
５週間前（6月13日）の
メークアップを含む出席率 88.64％
メークアップ実施会員
0名（欠席者5名)

☆☆ 先週（7 月 11 日）の卓話 ☆☆
「自動車の話」
西原 潔会員
入会させていただいてから初めての卓話です
ので、まだ私の事を知らないという諸先輩方に
もこれを機会に覚えて帰っていただけたらと思
います。
はじめに、前年度の髙田会長と田邉幹事、各委
員長の皆様、お疲れ様でございました。
髙田会長におかれましては、ワガママな会員
を1つにまとめ、
1年間もよく辛抱なされたと思い
ます。田邉幹事におかれましても上から下から
板ばさみにあい、心中お察し申し上げます。お二
方とも大変お疲れ様でございました。
わたくし自身、２人のお力には全くなれな
かった事が心残りでございます。
まだまだ若輩者のわたくしではございます
が、今年度の中村会長と中島幹事にとって少し
でもお役に立てます様がんばって参りたいと思
いますのでよろしくお願いします。
近年、自動車事故のニュースが多く報道され
ており、その中でも特に高齢ドライバーが起こ
す死亡事故が強調され多くのメディアがとりあ
げて免許返納や認知機能検査などの重要性を専
門家やコメンテーターが指摘しています。
しかしながら、自動車事故件数、負傷者数、死
者数ともに年々減少しています。実際に高齢の
ドライバーによる事故の件数は増加しているよ
うですが、いま日本では高齢化が進んでいます。
それとともに65歳以上の人口が増えているので、
事故の件数が増えるのはある意味当然のことだ
と思います。今後、高齢化の中でこの年代のドラ
イバーの数が増えるのは確実ですから、対策が
急務なことは間違いありません。しかし実際の
統計データでは、60代のドライバーは20代より交
通事故を起こしにくいことを示しています。
65歳
以上の人は「高齢者」とされるので、65歳以上の
事故を｢高齢」と付けて報じることで、誤ったイ
メージが広がってしまい、高齢ドライバーへの
風当たりが必要以上に強まることが心配です。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
フォアグラパルフェ、スパークリングワインジェリー、
カラフルトマト、ライムフォームのヴェリーヌ
牛フィレ肉のグリル、夏野菜のスティーム添え、
エクストラバージンオリーブ油とバルサミコ酢エッセンス
白桃コンポ―ト、バニラクリームとハイビスカスのゼリー
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

