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2014年8月7日

本日のプログラム

第1023回（本年度 第5回）例会

次回 8/21 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　会員増強・維持委員会卓話
　木村 眞敏 委員長
■9月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会活動方針
　各委員会　委員長
■第1回クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム

※次週、8月14日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。本日は35度を超えるような、大変な猛暑日で
ございます。充分体にご留意なさって、この夏を乗り切って頂きますよ
うお願い致します。

私の自己紹介をさせて頂きます。昭和22年11月18日生まれです。
ロータリークラブにはチャーターメンバーとして在籍しておりました
が、10周年記念を機に退会することとなりました。約5年程のブランク
より再入会させて頂き、それから5年ほど月日が経過しまして、本年度
の会長職を仰せつかりました。歴代の会長の皆さまは大変立派に職
を全うされました。私も精一杯させて頂きますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます。



ロータ
リーに

2014
-2015

年度

国際ロ
ータリ

ーテー
マ

輝きを

大阪中
之島ロ

ータリ
ークラ

ブ
国際ロ

ータリ
ー

第 2660
 地区

明星中学校・高等学校を卒業しており、辻幹事と同じ
学校の出身であります。

そこで私は中・高と軟式テニスをしており、その当時
の明星は全国的に見ても、非常に軟式テニスの強い
学校でした。私は小柄でしたが、その当時は体が小さ
いとは思わず、テニスに邁進しておりました。近畿大
会優勝や国体で優勝したりもしました。脇目も振れず
にテニス道に邁進した6年間でした。

正月・お盆休みがすべて練習であり、練習試合に負
けると、次の試合が終わるまで正座など相当鍛えら
れましたが、とても良い思い出となりました。

大学生の時は、テニス部だけの寮の生活となりまし
た。朝は体操、食事当番などをしていました。その当
時のお風呂は石炭で沸かしていました。最初は綺麗
な透明のお湯の色でしたが、私達後輩が入るときに
はミルク色に変わっていたなど、たくさんの想い出が
あります。社会人一年目、東京で働いていた時に先代
が急遽亡くなり、大阪に戻ってまいりました。昭和46
年に家業を継ぐことになり、現在まで50年近く社長
業をさせて頂いております。

その後も軟式テニスをしており、国体なども出場して
いました。30歳を機にテニスを辞め、それからラケッ
トは振っておりませんが、このような時代を過ごして
きました。

2014-15年度第1022回（第4回例会）
幹事報告 (7/24)

幹事  辻　 義光

■本日新大阪RC様から2014度のRI第2660地区第6組
インターシティミーティングのご案内のため当クラブ
へ訪問されました。

■本日の卓話は下岡会長です。下岡会長よろしくお願
いします。

■7月31日（木）は例会休会日です。夜は前年度会長、幹
事慰労会を行います。

■8月1日（金）～8月3日（日）にニコニコキャンプが実施

本日のメニュー

先附け 自家製柔らか豆腐
御造り 槍烏賊素麺　環八炙り
焼　物 鯛黄金焼き　煎り唐墨　黒枝豆　丸十蜜煮
揚　物 鱧磯辺揚げ　南瓜　甘唐辛子
食　事 御飯　香物
止　椀 赤出汁

新大阪RCの片岡様と横田様がお見えになりました。

されます。

■8月7日（木）各委員会の活動方針の発表が行われま
す。各委員会、SAA、会計よろしくお願いいたします。ま
た例会終了後に第1回クラブ協議会が開催されます。

■8月9日（土）家族親睦会の淀川花火大会鑑賞があり
ます。多数のご参加お願いします。

■8月12日（火）18時～20時30分、心斎橋「大成閣」に
おいて55歳以下の会員を対象に「若手ロータリアン
研修セミナー・懇親会」が開催されます。
　地区増強の福田委員長、梅原会員よろしくお願いい
たします。

■8月14日（木）は休会です。

■8月30日（土）地区ロータリー財団セミナーが大阪
YMCA会館で開催されます。会長、ロータリー財団、社
会奉仕、国際奉仕各委員長ご出席お願いいたします。
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 16

17 18 19 20 21

22 23 25 26 27

29 36 40 43 48

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 73 76 80 86

87 88 89 90 91

92 93 94 127

国旗について

下岡 陽一郎 会長

　本日は世界の国旗についてお話しさせて頂きます。
皆さまのお手元にお配りしている国旗のプリントには、
国名など載せておりません。番号を振っておりますので、
どこの国の国旗かお答えいただきたいと思います。

　1番から9番は縦に三色の旗、10番から23番は横に
三色、29番から40番は縦三色にエンブレム、41番から
75番は横三色にエンブレムという具合に、特色別に並
べております。横二色にエンブレム、86番から95番は十
字架が付いてるため国王がいる国の国旗です。96番か
ら107番は三日月と星がついています。この国旗はすべ
てイスラムの国です。109番から114番はイギリスの元
植民地が独立した国家です。

　まず、1番からの縦3色国旗から見ていきましょう。1番
ベルギー、2番コートジボワール、3番アイルランド、4番
イタリア、5番ルーマニア、6番チャド、7番フランス、8番
ケニア、9番マリとなっております。

次は10番から横3色国旗を見ていきましょう。16番オラ
ンダ、17番ルクセンブルク、18番ロシア、19番アルメニ
ア、20番ドイツ、21番エストニア、22番コロンビア、23番
オーストリアです。

　25番インドネシア、26番モナコ、27番ポーランド。色は
同じように見えますが、実際は若干色が違います。29番
アフガニスタン、36番カナダ、40番モンゴル、43番エジ
プト、48番エチオピア、51番イラン、52番ルワンダ、53番
ケニア、54番マラウイ、55番リビア、56番スロバキア、57
番スロベニア、58番セルビア、59番クロアチア、60番ア
ゼルバイジャン、61番タジキスタンです。73番アルゼン
チン、76番パキスタン、80番シンガポールです。86番デ
ンマーク、87番フィンランド、88番ギリシャ、89番アイス
ランド、90番ノルウェー、91番スウェーデン、92番スイス、
93番グルジア、94番ドミニカです。そして127番のアメリ
カ合衆国が世界のロータリアンの25％を占めています。

　いま世界には196カ国あります。そのうち国連に未加
入の国は、バチカン・コソボ・クック諸島と、この3カ国で
す。ロータリークラブは2014年7月9日現在で、クラブ数
34806クラブあり、会員数は121万3104人の会員がい
ます。海外に行って感じることは、どこの国に行っても自
国の国旗を非常に大事にしますが、日本では日教組が
国旗を掲げない、焼いてしまうなどをしています。このよ
うな光景を先進国で目にするのは日本だけです。このよ
うなことをシンガポールでしますと、国外撤去となり罪
に問われます。日本でも祝日には家で国旗を掲げるなど
して、国旗を大事にしていくべきではないかと、私個人
的には思っています。
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直前会長・幹事お疲れ様会 直々前幹事　嶽下 勇治

7月31日、18：00から太閤園・淀川邸羽衣の間において山本直前会長、木村直前幹事のお疲れ様会を開催しました。
会員26名のほか、前田名誉会員、郭名純米山奨学生そして江川さん、吉田さんにも参加いただきありがとうございま
した。終始賑やかで楽しい雰囲気の中、また、出席者全員からの温かいお礼の言葉などをいただきましてありがとうご
ざいました。山本直前会長の涙ぐむ場面もあり本当に素晴らしい時間をすごすことができました。
お二人には、あらためまして本当にお疲れ様でございました。
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下岡：黒田会員の代理卓話です。宜しくお願いします。
嶽下：ニコニコ
辻（一）：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：高島会員、栗山会員、檜皮会員色々お世話にな

りました。
ホームクラブ欠席のおわび

針谷：暑くてたまりません。負けないように頑張ろう！
犬飼：ニコニコ
高島：ホームクラブ欠席のお詫び
小林：暑さに負けずニコニコ
北村：淀川花火大会、8月9日です。よろしくお願いいた

します。
西田：下岡会長、卓話楽しみです。ニコニコ
栗山：暑いですね。ニコニコ
新大阪RC  片岡重裕様・横田静雄様：

本日IMのPRに参りました。よろしくお願いいた
します。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥194,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 78.57%
7月3日の修正出席率 85.18%

●本日のビジター
新大阪RC 片岡 重裕 様
 横田 静雄 様

Congratulations!8月のお祝い8月のお祝い

●誕生日
杉村 雅之 ［4日］
辻　 一夫 ［7日］
梅原 一樹 ［8日］

●事業所設立記念
安達 昌弘 株式会社三起［昭和45年］
嶽下 勇治 嶽下勇治税理士事務所［平成  7 年］
辻　 一夫 辻一夫税理士事務所［平成19年］
木村 佳弘 木村佳弘税理士事務所［平成25年］


