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次回の卓話

2010年2月3日（水）

「現状の株式相場と今後の見通し」

能勢 貴夫会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2726272627262726回回回回
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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」

唱歌「ペチカ」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「夜と霧の本を読んで」

加藤 二朗会員

Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!

Sing,everyone,sing.Sing,everyone,sing.

Let’s get together in all kinds of

weather and sing,everyone,sing.

Smile,everyone,smile.

Smile,everyone,smile.

All of your troubles will vanish like

bubbles,so smile,everyone,smile.

Serve,everyone,serve.

Serve,everyone,serve.

Serving humanity,Rotary’s

destiny,Serve,everyone,serve.



2010年1月20日 第2725回

ロータリーソング「手に手つないで」

唱歌「雪の降る町を」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「ちょっと ほっこり」

伊丹 克介会員

岡本桂四郎会長

●会合報告

・1/16 岸和田RAC新年会に、山形直道委員長・浦川

信司会員・久松正典会員・雪本栄会員そして私が

出席しました。

・本日、岸和田RAC例会が実施されます。ご出席いた

だきます様よろしくお願いいたします。

●普段は生薬の話をしておりますが、今回は「漢方

薬のお話をしたいと思います。漢方薬とは「生薬

」の組み合わせであり、漢方治療は病人を「陰陽

虚実」の判定に従って「証」を決定して処方され

ます。西洋医学については「症（症状、例えば頭

が痛い等）」で薬が処方されますが、東洋医学に

おいては、症状が同じであっても処方される薬が

違う、という大きな違いがあります。「実証」は病

に抵抗する体力が充実している状態で平素頑強な体

質の人。「虚証」は病に抵抗する体力が乏しくなっ

た状態で平素虚弱な腺病体質の人。漢方は、人間の

会員数４１名 出席義務会員数３６名

１月２０日 出席会員28名 77.78％

１月 ６日 MUを加えて 88.89％

米山功労者第１回表彰

宇野芳孝会員

米山功労者第１回表彰

山形直道会員

米山功労者

第6回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ表彰

肥後眞弘会員

米山功労者

第9回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ表彰

中塚 清会員



●伊丹克介会員

本日、卓話を担当させていただきます。つたない

話にお付き合い下さい。

●石本喜和男会員

先週、バッヂを忘れました。

●例会臨時変更

高師浜RC・岸和田北RC

●貝塚コスモスRCより、「15周年のあゆみ」小冊子

が届いております。

詳細につきましては事務局宛にご連絡願います。

私がここ数年少し楽しみにしていることのひとつ

が川柳です。昨年、毎日放送主催の「しあわせの

五・七・五」川柳の集いが、中ノ島公会堂で開催さ

れました。近藤勝重師範と水野アナウンンサーの司

会の下、全国から寄せられた２万句の中から選ばれ

た月間賞12句の中から、グランプリの「健康川柳大

賞」が選出されました。その川柳は、

『無口でも 居ると居ないで 大違い』

でした。和歌山県のおばあさんの句なのですが、普

段から無口だった夫の三回忌を終えて読んだ句で、

「いてくれたらなぁ」という思いが寄せられていま

した。やっぱりどんな相棒でも一緒に居て欲しいも

のです。

2009年度オリックス・マネー川柳では、

「家計簿の 損失欄に ダムと書き」

が対象に選出され、今の時代を見事に反映していま

す。

第22回サラリーマン川柳についても第一生命より

発表され、

「しゅうちしん なくした妻は ポーニョポニョ」

が第１位に選ばれました。

色々なところから時代を反映した川柳が発表され、

読んでいてなんとなくほっこりさせてくれます。

櫻井新嗣幹事

新世代・人間尊重委員会

山形直道委員長

●ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換留学についてのお知らせです。

詳細につきましては事務局宛にご連絡願います。

体全体を眺めて、病人の歪んだ身体のバランスを調

整し、正しく保つことを根本理念としているため、

副作用が少ないとされています。

（例えば、利尿剤を大量に服薬すると脱水症状にな

りますが、漢方であればバランスを調整することを

目的としているので、副作用が起こりにくい。）

●和歌山北RCより「ジュニアカップ」ゴルフコンペ

開催の連絡がありました。ルールとマナーを守れ

国際奉仕委員会

櫻井 昇委員長

るジュニアなら誰でもOKとのことです。詳細につき

まして事務局宛お問合わせ願います。

伊丹克介会員
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近隣クラブ卓話ご紹介

JANUARY ～ FEBRUARY ２０１０ １月 ロータリー理解推進月間

もうひとつは、プロゴルファーの石川遼くんです。

昨年は18歳で国内最高賞金王に輝きました。攻める

ゴルフの魅力、プロとしての自覚、ギャラリーに対

するサービス、特に子供たちに対しての優しさは特

別です。インタビューに対しての清々しさ、的確に

答える内容、とても18歳とは思えません。私もギャ

ラリーとして家族で応援に行きます。今年は世界の

石川遼として、より成長するでしょう。今年もほっ

こりさせていただきます。

数年間に西国33ヶ所をまわりました。それぞれの

お寺にそれぞれの歴史と趣があり、季節がありまし

た。

「願う心に にごりなし」

これからの人生においても、ちょっと ほっこり

しながら楽しく前向きで生きて生きたいと思ってい

ます。

岸和田東ＲＣ ２月５日（金）「未定」

岸和田北ＲＣ ２月２日（火）「中国の市場」井上 弘会員

岸和田南ＲＣ ２月４日（木）「ロータリアンビデオ物語4話」松林俊和会員
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例会

「夜と霧の本を読ん
で」加藤二朗会員

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区連
絡協議会

RAC例会

例会「現状の株式
相場と今後の見通
し」能勢貴夫会員

例会

担当西秦好郭会員
建国記念の日

2010-11年度の為
の地区ﾁｰﾑセミナー

岸和田4RC合同例
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RAC例会
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