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2020-2021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
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（９月１７日）のお知らせ

１）例 会

（2519回）

１）例

会

（2520回）

２）卓 話

「天満あれこれ」

２）卓

話

「医薬品と特許

寺井
＜例会場

22ヵ年 川原 和彦
(以上敬称略）

＊＊

鍬田 充生会員

天満宮会館＞

☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆
28ヵ年 中村 健輔
19ヵ年 梅本 知秀

（コロナ治療薬を交えて）」

種伯名誉会員

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

昨日9月2日大阪天満橋RACの例会に参加させて
いただきました。平尾さん、箕村さん、仲西さん、
ありがとうございました。
今回の例会では、川村紗楽さんというRACメン
バーがミスコンテストについて卓話をされまし
た。
彼女は、昨年はミスユニバースの日本大会の
ファイナルまで進まれ、今年はミスアースとい
う同じ世界的なコンテストの大阪大会で3位の
成績をおさめられるなど実績をお持ちの女性で
す。
彼女の話は、また機会があれば我々ロータ
リーの例会で卓話としてお話しいただければと
思います。
私がミスアースの事務局のお手伝いをしてい
るので、少し裏話をさせていただきますと、今年
はコロナの影響でトレーニングを簡略したので
すが、昨年はウォーキングのトレーニングやス
ピーチのトレーニング、或いは沖縄での合宿な
どかなりきついトレーニングを行いました。そ

の中で候補の女性が少しづつですが自信をつ
け、さらに自分を磨いていって、数カ月前とは様
変わりする様子を目の当たりにすることができ
ました。昨日の川村さんのお話の中にも、1ヶ月
間食事制限をして身体を絞ったなどというお話
もありました。
改めて自分を磨くというか、何歳になっても
磨き続けることって良いことだと気付かされた
次第です。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①9月1日よりロータリーレートが1ドル＝106円
に変更になっております。（8月のレート 1ド
ル＝105円）
②「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。
③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。
④「ローターアクト第1回地区献血活動」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。
⑤次週、大阪天満宮での移動例会となりますの
でお間違いのない様にお願い致します。

☆☆ 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

１名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

44名
31名(40名)
18名
9名
敬称を略す

誕生日自祝
中島 清治
誕生日自祝
南川 和茂
誕生日自祝。小寺会員、卓話楽しみにしていま
す。
中村 健輔
誕生日自祝
在本 茂
誕生日自祝
髙田 肇
小寺さん、コロナ後のゴルフはどうなります
か。
南川 和茂
小寺寿矢会員、本日の卓話を楽しみにしていま
す。
中川 政照
小寺さん卓話宜しくお願い致します。
石田 道夫
小寺さんの卓話楽しみに参りました。ガンバッ
テ下さいね
川原 和彦
小寺さん本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
卓話興味深いお題ですね。
寺杣 晃一
小寺さんゴルフの話楽しみにしております。
柳澤 興平
小寺さん本日の卓話、楽しみにしています。
髙橋 俊起
小寺さん、卓話たのしみにしています！
坂東 信幸
中島会長結婚記念日きれいなお花ありがとうご
ざいました！
仲西 良浩
欠席続きで申し訳ありません！！まずまず元気
にして居ります。
川原 和彦
令和2年9月3日

合計金

74,000円

累計金

605,000円

☆☆ 先週（9 月 3 日）の卓話 ☆☆
「ゴルフからみた社会の変化」
小寺 寿矢会員
古い史実としては１４００年代にスコットラ
ンド国王がゴルフにふけった貴族が弓術など騎
士道を怠ったためゴルフ禁止令が出されていた
ことです。もっぱら宗教における統率を民族の
結束に利用していた欧州ですが、宗教改革時に
も教会からの非難を受けつつもゴルフが広まっ
ていきます。１７５０年にはエジンバラとセン
トアンドリュースにクラブが発足し（現在のＲ
＆Ａ）イギリス帝国の拡大に伴い世界中に広

）内は会員総数を基準とした値

9月3日の出席率
77.50％
５週間前（8月6日）の
出席率 74.36％
1名（欠席者11名)
まっていきました。と簡単に言いましても全英
ＯＰの第１回は1860年ですので、世界中と言いま
しても１００年以上の時を費やし５００年以上
の時を超え日本に伝わり今に至っている事に、
熟成されてきたゴルフを感じます。あらゆる文
明、文化と共にアメリカに渡り、そしてアジアへ
ときたわけですが、現在もＲ＆Ａは懸命に各地
の人材の育成に努めルールの徹底を図っていま
す。
なぜに、五輪競技として復活するのか？
現在、日本でも複数の連盟や協会があります
が複雑です。
他の業界団体や国家もそうですが、機構や制
度が複雑になるにつれ、状況の変化に適応でき
ない団体や制度が、増えていると思います。組
織、機構の在り方が問われる時代が続くと予測
されますが、社会に深い結びつきがあるゴルフ
業界は是非とも重厚長大な考えのもと発展して
ほしい限りです。

アクトの日
「アクトの日」は、1984―85年度の、ア
ジア第1・3ゾーン（当時、日本のすべての
地区でこの2ゾーンが形成されていまし
た）ローターアクト地区代表者会議におい
て、ＲＡＣの全国統一事業を行うことを最
終目的とし、「各地区で同じ日、同じ時間
に何かをやろう」として設定されました。
これを受けて日本国内では、ＲＡＣのア
クトの「ク」と「ト」にちなんで、9月10日
を「アクトの日」としています。「アクト
の日」が平日の場合は、その日に近い日曜
日に移動して行います。活動開始時間も、
9時10分となっています。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
松花堂弁当

