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第 1156 回例会報告                             8 月  23 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1157 回）  8 月   30 日（水） 次週予告  9 月   6 日（水） 

◎ソング 「我等の生業」 

            木本 玲子 会員  

◎プログラム  卓 話（その１） 

                   槇野 稔 会員 

◎ソング 「君が代」「我等日本のﾛｰﾀﾘｱﾝの歌」 

             木本 玲子 会員 

◎プログラム  卓 話（その２） 

槇野 稔 会員 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さま こんばんは。 

季節は二十四節気の「処暑」処世術の“処”に

“暑い”で「処暑」“処”は、とどまること。 

ようやく暑さが治まる時期です。秋の初めの新涼

が近い日という季節です。 

現代の暦では本日の 8月 23日、今日から 9月 7

日頃を云います。暑さはまだ続きますが、しのぎ

やすい日も多くなりそうです。 

川で涼をいただく涼み舟や、舟の中で天ぷらな

どを頂いたりする屋形船、京料理をいただく納涼

床などが楽しめる季節です。 

お祭りも多く富士山のお山じまい祭りとして、

吉田の火祭り（山形県富士吉田市）8月 26日～27

日だそうです。又、有名な秋田県大曲の全国花火

競技大会 8月 26日にあります。私も是非一度は行

ってみたい花火大会です。 

又、この季節の変わり目には、アレルギー体質

が顕著に表れる時期です。急に涼しくなって風邪

を引く人も多くなり気圧の変化により喘息が悪化

しやすいので、要注意だそうです。 

立春から数えて二百日の 9 月 1 日頃には台風シ

ーズン到来ですが、最近の異常気象！！ 

台風もビックリする時に発生したり驚かされる台

風が多い昨今です！ 

そして食として摂るべきものはだんだん美味し

くなるお大根、お大根は甘味、辛味があり、気の

巡りをよくするそうです。夏の暑さで弱った胃腸

には消化酵素のジアスターゼやビタミン C の含有

量も多いお大根は健康食材です。胃腸の強化をは

かり、口内炎や便秘や二日酔いにも効果があるそ

うです。 

又、銀杏は薬膳料理としてその艶やかな緑と効

能でサファイアとまで称されるようです。気を沈

めたり、尿をおさえ、トイレの回数を正常にする

働きもあるそうです。でも、食べ過ぎると、中毒

の危険があるので御注意下さい！ 

又、くだもののビワは、甘味で万人にとって健

康食です。成分の１つのアミグダリンが癌に効果

があると言われているそうです。痛みや炎症を抑

えお肌にとっても優しいそうです。

 

   R.I.会長テーマ 

   “ロータリー：変化をもたらす” 

      イアン H.S. ライズリー 
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以上、二十四節気の「処暑」について少し御話

しさせて頂きました。 

季節の変わり目、皆様くれぐれも御自下さいませ。 

 

 

卓 話 

 

今井鎮雄氏の青少年育成に対する姿勢 

 地区国際奉仕委員会副委員長 安行英文 様 

 

取り組むべき青少年育成の在り方 

①自我観の育成 

②社会的充実感の育成 

③目的意識の育成 

④社会的参加意識の育成 

⑤道徳的な環境の形成 

⑥キリスト教的価値観あるいは 

  ロータリー的価値観 

 

取り組むべき地球の課題 

①地球の共有  

グローバルなスペースにかかわる課題 

②人間らしさの共有  

グローバルな努力が必要な課題 

③ルールの共有  

グローバルな規制が必要な課題 

今後、２０年の間に２つの大きな力がいまある

世界を根底から変化させる。そう遠くない 2020

年には中国は世界最大の経済圏になるだろうし、

石油に変わって水が戦略的緊張の主因になってい

るだろう。 

要するに、次の２０年は歴史上かつてないほど

急速で急激な変化をもたらす可能性がある。 

 この大変動の背後にある１つ目の力は爆発的人

口増加だ。これがもたらすのは負荷だけだ。 ２

つ目の力、つまり「ニューワールドエコノミー」

は負荷とチャンスを同時にはらんでいる。 

 

現在の取り組みでは効果がない 

〇地球規模問題にはあまりに遅すぎる。 

〇フォローアップのメカニズムが足りない。  

〇方法論、排他性、知識の限界、市民との距離  

〇単独では地球規模問題を扱えない。 

欧州連合の苦難は、なぜ世界政府が非現実的か

を教えている。 

 

ではどうするべきか 

解決策の方向 

 地球規模問題に効果的に取り組むためには 

北であれ南であれ、大きな地球規模の問題がなお

ざりにされているという不安は、さまざまな苦渋

の問いかけに現れている。 

地球温暖化その他の環境破壊を食い止めるため

に、わたしたちは充分なことをしているのか、い

や、していない。 

全世界の貧困と闘い、新たな伝染病の広がりを

防ぐために充分なことをしているのか、いや、し

ていない。 

違法な麻薬との闘いを強化するために充分なこ

とをしているのか、いや、していない。 

貿易や金融危機回避、知的財産権などの問題を

グローバルな視点から積極的に考え直すために、

充分なことをしているのか、いや、していない。 

バイオテクノロジーや e コマースを暴走させな

いよう、最低限のグローバルなルールを取り決め

るために、充分なことをしているのか、いや、し

ていない。 

 なぜか、これらの課題の根底にある問題への取

り組みが不十分だからである。 

グローバルな問題に対する解決能力が不備ある

いは遅すぎるのである。 

グローバルな問題を解決するための現在の仕組

みは機能していない。 

もっとすぐれた仕組みが、ただちに必要なので

ある。それが地球規模問題を解決するネットワー

クづくり、そのベースとなるのが次世代の青少年

のリーダーを養成するロータリーの青少年奉仕を

プログラム 
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通じて行う、リーダー養成プログラムであり、ロ

ータリーが青少年養成を課題とする必要性、目標

なのである。 

 

 

○安行 英文 様（三田 RC） 

今日は、お世話になります。どうぞよろしく。 

 

○栗田 義博 君 

安行さま、お久しぶりです。 

いつもお元気で何よりです。 

桑田さま、カナダのおみやげありがとうございま

した。 

 

〇桑田 昭世 君 

カナダに行って来ました。ゴルフが出来たりして

ステキな旅でした。 

そして地球はスバラシイと感じて帰りました。 

 

〇前田 正明 君 

安行様 今日はお忙しい中講師をお願い致しまし

てありがとうございます。 

楽しみにしております。 

 

本日のニコニコ   21,000円 

本日までの合計  230,000円  

 

 

 

□ソング 

「それでこそロータリー」  

馬場 和代 会員 

 

□お客様 

安行 英文 様（三田 RC） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 3 29 23  79.31 

前々回 

8/2 
32 3 29 23 2 86.21 

 

□幹事報告 

1. クラブ細則の変更を検討するために、来週 8

月 30 日の例会の時に臨時総会を開催します。 

 

2. 地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内。 

 豊岡円山川ロータリークラブ 9月 19日 

 香住ロータリークラブ    9月 25日 

 神戸南ロータリークラブ   10月 22日 

***************************************  

☆☆9月のお祝い☆☆ 

会員誕生日  

1日 竹原 善記 会員  8日 小山 一子 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

13日 槙野 真理 様  19日 定藤 登紀子 様  

結婚記念日 

1日 細川 洋一・潤子 様 

24日 森信 静治・美恵子 様 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今日は何の日 
8月 31日 

野菜の日 

全国青果物商業協同組合連合会など 9団体の

関係組合が 1983年に制定。 

「や(8)さ(3)い(1)」の語呂合せ。 

9月 1日 

防災の日 

伊勢湾台風が襲来した翌年の 1960 年に閣議

決定。1923年 9月 1日午前 11時 58分、関東

大震災が発生した。 

毎年、各地で防災訓練が行われる。 

宝塚歌劇団レビュー記念日 

宝塚歌劇団が 1989年に制定。 

1927年のこの日、宝塚少女歌劇団が日本初の

レビュー『モン・パリ』の初演を行った。 

9 月 2 日 

宝くじの日 

第一勧業銀行(現在のみずほ銀行)宝くじ部が

1967 年に制定。「く(9)じ(2)」の語呂合せ。 

当選しても引き換えられず時効となってし

まう宝くじが多いことから。 

はずれくじの敗者復活がある。 


