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第 1158 回例会報告                             9 月   6 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1159回）  9月   13日（水） 次週予告  9月  20日（水） 

◎ソング 「Be a Rotarian」 

            桑田 昭世 会員  

◎プログラム  卓 話 

                  中村 敏治 会員 

◎ソング 「奉仕の理想」 

             田村 久子 会員 

◎プログラム  クラブフォーラム 

会場 ホテル若水 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さま こんばんは。 

本日は、「ガバナー月信」の 1ぺージに瀧川好庸

ガバナーが、ロータリーその初期にロータリーの

心を学ぶ「変われるものだけが生き延びられる」

というテーマで書かれていらっしゃいます。その

文を読ませて頂きます。 

 

はじめに 

ロータリーは誕生以来、112 年の歳月を経て、

今日に至っています。なぜロータリーのような団

体が誕生し、それが世界的に広がり、100 年を超

える現在に至ってなお隆々と栄えているのか、私

は大変興味を抱いていました。 

しかし、興味をもちながらも、生来の怠惰と多

忙にかまけ、気になりつつ今日まで放置して来ま

した。 

25年もの会員歴を有しながら、ただただ惰性の

ごとくロータリーライフを送っていた私の目を覚

まさせたのは、ガバナーノミニーに指名されると

いう、思ってもいない出来事でした。 

まずはとにかく、ロータリーの誕生から学び、

ロータリーはどう変遷し育ち、今日にいたったの

かを、追いかけてみようと考えました。 

そうした様々な思いを背景に、「ガバナー月信」

という貴重な場をお借りして、ロータリーが誕生

したころの心を追いかけ、ロータリーとは何か、

何をする団体なのかを、自分なりに探れたらと思

い、思い切って 1 年間の連載をするこたに致しま

した。 

とこの様に、瀧川好庸ガバナーは大変謙遜して

書かれていらっしゃいますが、そこで私もロータ

リー会員歴 20年、会長という重責を担うことにな

り原点に立ち戻って、瀧川好庸ガバナーからガバ

ナー月信をとおしてご教示を仰ぎ、1 年間ロータ

リーとは何か、何をする団体なのかを深く考えて

みようと思いました。 

皆さまもご一緒に 1 年間ロータリーの原点を学

びましょう！！ 

 

 

   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 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 田辺 朱希美 ●幹事 那須 範満 ●会報委員長 山本 章太郎 
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会長の時間 
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卓 話 

 青少年奉仕委員会前田委員長の提案により昨年

香川県与島で行われた RYLAの DVDを鑑賞。 

 

先週の槇野会員卓話原稿 

北山修 

1946 年生まれ 71 才、精神科医、精神分析医、

臨床心理学者、作詞家、ミュージシャン、九州大

学名誉教授、1965年ザ・フォーク・クルセダーズ

を結成。 

「帰ってきたヨッパライ」「戦争を知らない子供

たち」等で有名になる。 

突然芸能界を去り、医学生の道を歩む。それ故

の肩書の多さである。 

「あのすばらしい愛について―母子像研究より」

という講演 DVDを紹介しました。 

レジュメにも書いていますが、あのすばらしい

愛というのは、恋人同士、母と子の様な横のつな

がりだったということですね。 

講演の最後に「今日一緒に来ていただいた横の

人を大事に」と締めくくったと思います。 

 

 

○水谷 重康 様（宝塚武庫川ＲＣ） 

若水での例会のご様子を拝見しようと思いまして

カラクヂを引いてきました。 

 

○石原 正裕 君 

メディセオでの視察、研修、大変勉強になりまし

た。田辺さんありがとうございました。 

参加の皆様お疲れ様でした。 

 

〇中村 敏治 君 

今日は、田辺会長御夫妻のお世話で、普通では見

られないような所を見せていただきました。有難

うございました。 

 

本日のニコニコ   16,000円 

本日までの合計  254,000円  

 

 

□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 

 

□お客様 

和田 省一 様（大阪北ＲＣ） 

脇中 義孝 様（宝塚ＲＣ 会長） 

山田 隆之 様（ 〃   幹事） 

水谷 重康 様（宝塚武庫川ＲＣ） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 3 30 25  83.33 

前々回 

8/23 
32 3 29 23 3 89.66 

 

□幹事報告 

特になし 

 

スポット 

職業奉仕委員会より 

職場訪問として田辺会長のお世話で八尾市にある

メディセオ（医療用医薬品や医療機器等の卸売事

業を行う業界最大手企業）の最新の物流センター

（南大阪 ALC）を見学しました。 

帰りには八尾市にある風土菓 桃林堂にておいし

い抹茶を頂きました。 

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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南大阪 ALC紹介 

投資額 89億円で、生産者から最終需要者までの

無駄を削減し、物流の全体最適を実現することを

最重要テーマとして構築したもので、大阪府南部

エリア、奈良県と和歌山県の全域をカバーし、得

意先や生活者に安全・安心でローコストな物流を

提供する。年間出荷能力は最大 1800億円。 

南大阪 ALC は得意先に近い立地にフルラインの

センターとして設置し、ALC から直接得意先に届

ける方式に転換することで、品揃えの拡充とリー

ドタイムの短縮を実現する。 

独自に開発した需要予測システムを使い、過剰

在庫と欠品が生じないよう単品ごとに在庫を最適

なレベルにコントロールし、定時・適量の完全納

品を実現し、情報システムを活用したマテハン技

術とエンジニアリングで、正確で効率的な在庫管

理と庫内作業、配送作業を実現し、作業の効率化

を図る。 

■南大阪 ALCの概要 

名称:メディセオ「南大阪 ALC」 

所在地:大阪府八尾市老原 9-72 

敷地面積:2万 3720㎡ 

建築面積:7749㎡ 

延床面積:1万 9540㎡ 

構造:柱プレキャストコンクリート造＋梁鉄骨造、

一部鉄骨造、地上 5階建 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月誕生日の竹原会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は何の日 
9月 15日 

老人の日 

2002年 1月 1日改正の「老人福祉法」によっ

て制定。2003年から「祝日法」の改正によっ

て「敬老の日」が 9月第 3月曜日となるのに

伴い、従前の敬老の日を記念日として残す為

に制定された。 

国民の間に広く老人の福祉についての関心

と理解を深めるとともに、老人に対し自らの

生活の向上に努める意慾を促す日。 

9月 16日 

競馬の日，日本中央競馬会発足記念日 

1954(昭和 29)年のこの日、日本中央競馬会

(JRA)が農林省(現在の農林水産省)の監督の

下で発足した。それまでは、農林省蓄産部が

運営する国営競馬だった。 

9月 19日 

苗字の日 

1870年のこの日、戸籍整理のため、太政官布

告により平民も苗字を名乗ることが許され

た。しかし、なかなか苗字を名乗ろうとしな

かったため、1875年 2月 13日に、全ての国

民が姓を名乗ることが義務づけられた。 

 

 

 


