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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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ロ ータ リ財 団月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2529回）
２）卓 話 「ダイアモンドの歴史と伝承、
誰も知らないダイアモンドを…」
中川 政照会員
３）年次総会 次年度理事・役員選挙
４）12月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

火曜日のテーブル情報集会に続き、昨日はゴ
ルフ同好会、そして夜はＲＡＣの例会と連日多
くの会員の皆様にご参加いただきありがとうご
ざいます。
私が大阪府の青少年活動財団の理事をさせて
いただいている関係から、この度大阪府キャン
プ協会のリスクマネジメントのセミナーの講師
を引き受けさせていただくことになりました。
コロナ禍の時代に、過去の事例（例えば、食中毒
であったり、熱中症であったり、学校行事におけ
る事故の事例）を基にして、どのようなリスクを
想定しておくか、実際の事故が起こった時にど
のような対応をすべきか、ということをお話し
する予定です。裁判例からすると、細心の知見を
得ておくべきだし、それを基に役所のガイドラ
インに沿っているか、マニュアルを作っていた
か、それに沿った行動をしたか、ということが問
われています。ロータリーは、任意の奉仕団体で
はありますが、執行部としても可能な限り新し
い情報を得ながら細心の注意を払って事業を
行っていきたいと思います。
今日の報道では、１０日に１回の会食に努め
て欲しいという内容のものがありました。仮に
罹ったとして、無症状でも１０日間は他人にう
つす可能性があるからだそうです。１２月３日
の忘年会の１０日前は１１月２３日になるの
で、是非２３日以降は会食をなさらず、３日の忘

次週（１２月３日）のお知らせ
１）例

会

（2530回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓

話

「天ぷらに
ソースをかけますか？」
中村 修 会員

年会にご参加いただきますようお願い致しま
す。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「新年初例会」のご案内を本日お配りしてお
ります。出欠のご返事をお願いいたします。
②クリスマス会兼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。
③№1・4・5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。
④ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤次週例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
⑥次週年次総会終了後「12月度定例理事会」を開
催いたします。本日ご案内させていただいて
おります。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

結婚記念日自祝
橋本 守之
結婚記念日自祝！！
中川 政照
6ヵ年在籍自祝。先週忘れていました。本日卓
話よろしくお願いします。
森本 成俊
在籍3ヵ年自祝
西原 潔
ウスイエンドウ豆の種をまきました。５月に皆
様にお届けいたします。
仲西 良浩
第2回中島杯祝優勝 ありがとうございました。
坂東 信幸
森本成峻会員本日の卓話楽しみに拝聴します。
中川 政照

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
25名(38名)
18名
13名

仲西会員いつも有り難うございます。私の家族
の中では一番名前が売れています 髙田 肇
森本さん 楽しい卓話お願いします 寺杣 晃一
森本さん、本日の卓話楽しみにしています
坂東 信幸
森本さん卓話がんばって下さい
西原 潔
森本会員、卓話楽しみにしてます。 望田 謙三
令和2年11月19日

合計金

44,000円

累計金 1,229,000円

☆☆ 先週（11 月 19 日）の卓話 ☆☆
「４月から７ヶ月」
森本 成峻会員
今回のお題『4月から7か月』という、コロナと
いう流行している病のお話ではなく、ただ私が
何をしていたのかというお話です。
4月に入り政府が町中からの声に負けるかの
ように緊急事態宣言を4月7日に宣言しました。
私は2月に八方尾根というスキー場でろっ骨
を3本程骨折しておりその時、緊急事態宣言では
なく医者に非常事態宣言を宣言されていまし
た。
4月7日の緊急事態宣言により、私の非常事態
宣言は緊急事態宣言へ宣言を変更となりまし
た。
5月には、妹がイタリア人と結婚してイタリア
の田舎に住んでいます。マスク2箱計100枚とアベ
ノマスク2枚を送りました。
6月になるとハワイに行く予定をキャンセル
しました。キャンセル料を払いました。
緊急事態宣言が解除と同時に同世代3名で一
緒に3週間ほどでバイクの大型免許を取得しま
した。
7月にはいれば、ぼちぼちコロナとは？どんな
ものかが分かってきた雰囲気になってきたた
め。8月のお盆休み沖縄に行こうと家族で決まり
予約をしました。
8月になると沖縄や離島でコロナが増えてき
ているという報道が流れ始めました。
沖縄への家族旅行はキャンセルです。緊急事
態宣言もなんの宣言も出ていないので直前だと
キャンセル料かかりです。払いました。
そして、いよいよ私の左肺からの違和感がな
くなりだした9月です。
9月になると年末年始は北海道のニセコでス
キーだと決めました。宿泊施設と飛行機を予約
しました。

）内は会員総数を基準とした値

11月19日の出席率
65.79％
５週間前（10月22日）の
出席率 82.05％
2名（欠席者9名)
10月に入りＧＯ ＴＯで3割得ですよって案
内が来ました。予約の取り直しをしようとしま
したが10月からはキャンセル料は3割ですと言わ
れました。
その前に、いま日本中で増えていておかしな
状態です。年末年始がキャンセルならないこと
を祈るばかりです。私は今年に入り旅行に行け
ば骨折、行かなければキャンセル料を払う、キャ
ンセル料に翻弄されるという7か月、楽しいこと
だけ考える日々が続きました。
本日は私の約7か月にお付き合いいただきあ
りがとうございました。

－－No.2・3・6テーブル情報集会－－

11月17日火曜日18時より、リーガロイヤルホテ
ル大阪7階「イタリアンレストラン ベラ コス
タ」にて、No２，３，６のテーブル情報集会が開
催されました。 中島会長、髙橋幹事にも参加頂
き、
総勢11名の出席となりました。中島会長の挨
拶、井戸会員の乾杯にて始まり、 イタリアンの
コースを堪能致しました。どの料理もとても美
味しく、見た目も映える内容でした。久しぶりの
情報集会ということもあり、様々な話に花が咲
きました。中川会員には色々とお世話をして頂
き、ありがとうございました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
柿 長芋 生ハム 占地茸 プティバジル
ヴィンコットソース
秋鮭のちゃんちゃん焼き キャベツ じゃが芋
玉葱 赤ピーマン 刻みパセリ
栗ご飯 赤味噌仕立て 香の物
さつま芋プリン 苺 ブルーベリー ミント葉
コーヒー又は、紅茶

