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▲ ソ　ン　グ　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　大門　美智子　会員
▲ プログラム　「卓話」　
　　　　　　　　　　　坂上　安夫　会員

次 週 予 告 8月29日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　草野　　旦　会員
▲ プログラム　「卓話」　
　　　　　　　　　　　中迫　陽治　会員

8月22日（水）

8月8日（水）
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第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ
● 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
● 事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）● 電　話 0797-87-1151　直通83-1110　FAX83-1110
● 会　長　蓮 尾 春 輝　　　 ● 幹　事　槇 野 　 稔　　　 ● 会報委員長　前 田 正 明

第920回例会報告

会 長 の 時 間

「漢方の生薬」
　　　　　　　　　　　会長　蓮尾　春輝
１．甘草（カンゾウ）
◎マメ科…カンゾウ属
◎産地　 中国、ロシア、スペイン、イラン
◎根や根茎を用いる
◎淡い紫色の花を咲かせるマメ科の多年草
　甘味料としても広く使われている。
　漢方エキス剤の4分の3に配合されている。
　古くから洋の東西を問わず薬用として知
　られている。
　　古代ギリシアのヒポクラテス
　　　カンゾウの健胃作用や睡眠促進作用
　　テオフラトス…鎮咳作用
　　日本には奈良時代に遣唐使によっても
　　たらされた。
＜主要成分＞　グリチルリチン
　砂糖の200倍の甘味があり、ごく少量で
　も甘味料として役立つ（醤油、味噌、佃
　煮、菓子、タバコ）
＜主な薬効＞
　鎮痛、鎮痙（胃腸薬）
　去痰、鎮咳
　分子構造がアルドステロン（副腎皮質ホ
　ルモン）と似ており、抗炎症、抗アレル
　ギー作用あり。
　副作用：甘草を長期間多量に摂取すると、

まれに
　　血圧が上がり
　　足がむくむ　　　偽アルドステロン症
　　低カリウム
＜主な方剤＞
　芍薬甘草湯、大黄甘草湯、苓桂朮甘湯 etc.

◆卓話
「会員増強月間に因んで」
　第2680地区　地区増強・拡大委員会
　　 委員長　模　泰吉様（宝塚武庫川RC）

　8月は「会員増強および拡大月間」であ
ります。この月間に当たり、本日卓話の機
会をお与え頂き、感謝申し上げます。
　さて、「ロータリーの友」8月号におきま
しても、『会員増強の秘訣』と題しまして、
出席者の方々が色々と増強に対する熱き思

プ ロ グ ラ ム
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いを述べておられますのをお読みになった
ことと思いますが、私ども第2680地区増強
拡大委員会からも、パワーポイントを使って
資料をご覧頂きながら、「増強に対する思い」
を一言述べさせて頂きたいと思います。
　先ず最初に申し上げたいことは、かの上
杉鷹山の言葉「障子をあけて外を見よ」を
皆様にお伝えしたいのです。
　ともすれば、私たちはクラブ内の出来事
だけが関心事であり、障子の外の世界のこ
と…地区のこと、日本のロータリーのこと、
世界のロータリーの現状…について無関心
なことが多いいのではないでしょうか。
　そこで、それらに関することを皆さんに
ご質問したいと思います。
・世界のロータリーのクラブ数は？会員数
　は？
・日本のロータリーのクラブ数は？会員数
　は？
・昨年度（2011－12年度）日本国内で誕生
　した新しいクラブの数は？解散したクラ
　ブ数は？
・世界・日本・当2680地区における大規模
　クラブと呼ばれるクラブの会員数はどの
　くらい？
・これとは逆に世界・日本・当地区におけ
　る20人以下の小規模クラブはロータリー
　全体中何%を占めているのか？
　どうでした？答えられました？予想どお
りでしたか？
　次に、『日本国内と当2680地区の会員数の
推移』について眺めてみたいと思います。
右肩下がりの減少がずっと続いていること
がお分かりになると思います。ついに当地
区では本年度（2012－13年度）の期首の会
員数は2,902名となってしまいました。会員
減少に歯止めがかかりません。
　また、１クラブあたりの会員数にも大き
な変化がみられます。国内における１クラ
ブの平均会員数は一体どのくらいだと思わ
れますか。答えは39人です。お隣の韓国に
も抜かれてしましました。私たちの2680地
区の１クラブの平均人数は41人と国内地区
中10番目ですが、20人以下のクラブ数が実
に7%を占めるまでになってきております。
　そういう右肩下がりの現象の中で、昨年

度、地区増強拡大委員会としてどのような
活動をやってきたかをご報告させていただ
きます。
　既存のクラブでの拡大は難しいことから、
新しい形のクラブ…モーニング・クラブ…を
2680地区の東部に一つと、西部に一つ設立
しようと動いてまいりましたが、残念なが
ら途中挫折となり、実現できませんでした。
　増強については、純増1名・地区全体で
74名増のガバナー諮問事項は達成できず、
逆に減少に歯止めをかけることが出来ませ
んでした。
　そこで、本年度（2012－13年度）は、RI
の会員増強。維持委員会委員の東京銀座RC
市川伊三夫氏を『地区会員増強セミナー』
にお招きして、会員増強維持に関する講演
をお願い致しました。市川氏はその講演に
おいて『日本のロータリーの会員数はこの
10年間にわたり減少を続けている。その間、
様々な手を打ってきたが、効果は表れなか
った。その原因はどこにあるのか？RIにあ
るのか。我々自身にあるのか。』と問題提起
をされ、『人や友が考えを変えるのを待つべ
きではなく、あなたが、あなたがたが、率
先して変えよう』『もう一度、一人ひとりが
自分のこととして受け止め、"立ち上がろう" 
"汗をかこう" と訴えかけられました。84歳
の方とは思えない、ロータリーに対する熱
き想いに圧倒されました。
　次に、「退会防止」についてお話ししたい
と思います。
過去5年間における、日本国内と、2680地
区、そして地区内所属グループRCにおける
入会者数と退会者数の推移をご覧ください。
退会者数が入会者数を上回っている現状が
続いております。何とか力を併せて退会防
止に力を入れ、退会者数を半減しようでは
ありませんか。
　次いで「女性会員数の増強」については、
皆様のご努力で当地区ではようやく好転の
兆しが見え始めて参りました。有りがたい
ことです。引き続きよろしくお願いします。

　皆さん、ロータリーの増強に王道はあり
ません。ごく当たり前のことを、当たり前
のように『全員で取り組む』ことに尽きま
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す。常に『 One For All, All For One』（一
人がみんなのために、みんなが一人のため
に）の精神を忘れないことです。皆さん、
「一人」のところを『クラブ』に、「みんな」
のところを『会員』に置き換えてみてくだ
さい。「クラブは会員のために、会員はクラ
ブのために」となります。
　どうか皆さん、本年度も、挫けることな
く、諦めることなく、思いを一つにして、
増強よろしくお願いします！
　『ロータリーとかけて何と説く』
　『蝉と説く』
　その心は『つくづく奉仕、つくづく奉仕、
つくづく　ほう～し！』であります
　ご清聴ありがとうございました！

草野　　旦　君…今日は皆様に署名の御願
　いをしました。どうぞよろしく御願い申
　し上げます。
前田　正明　君…模委員長様、ようこそ。
　今日の卓話宜しくお願い申し上げます。
　ニコニコニコ

　　本日合計　　　　　　5,000円
　　本日までの累計　　131,000円
　　　　　　　　　（細川　洋一　記）

◆本日のソング
　「Be A Rotarian」　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
第2680地区　地区増強・拡大委員会
　委員長　模　泰吉　様（宝塚武庫川RC）

◆幹事報告
　　　　　　　　　　副幹事　田中　哲三
・槇野幹事お休みのため、田中が幹事代理
　を務めます。
・本日例会終了後、20周年記念実行委員会
　を開催します。
・次週8/15（水）は休会です。
・広島平和フォーラム協力金　全員300円/
　人の依頼が来ています。理事・役員会で
　の討議をお願いします。
・昨年12号台風で被災した那智勝浦への観
　光客が減少したままです。新宮RC協賛で
　ハーフマラソン大会が開催され観光PRを
　図ります。マラソンへの参加、那智勝浦
　地区への観光等御協力宜しく。

◆スポット
▷すべてのB型・C型肝炎患者の救済を求め
　る請願の件（草野　旦会員）
▷長期計画委員会　古川委員長
　子宮頚癌予防ワクチン講座について、再
　度会員の協力お願いします。

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
7月25日

本　日 30

30

2

2

28

28

22

24 3

78.57

96.43

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

　セルフ・チェックアウト・レジをご
存知ですか。近頃、日本のスーパーで
使われ始めています。セルフレジは20
年前、米国のスーパーに導入されてか
ら、大手チェーンストアなどを中心に、
10万台以上も普及しています。客が自
らレジを打つので人件費がかからない
ことから、商品価格を安く抑えるとし
て導入されてきました。現実にはクレ
ーム処理の手間がかかり、撤去される
ことが多くなっています。日本での普
及は難しそうですね。

ひとくち
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