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11 月はロータリー財団月間
第 3253 回
◎
◎

本日（11/24）の例会

10 月度皆出席表彰

ソング・・・手に手つないで
卓話
齋藤 良輔君
「 双子の神秘 」

第 3254 回

浜田 厚男君
西本恵美子君
藤田 貴子君
白石 純一君
浜田 哲也君

連続 16 年
連続 10 年
通算 5 年
連続 4 年
連続 1 年

次週（12/1）の例会
◎会長の時間

◎
◎
◎
◎
◎
◎

国歌・・・・君が代
ソング・・・奉仕の理想
誕生、結婚、入会記念月御祝
創業記念月御祝
年次総会
卓話
伊藤 智秋君
「 隣のクラブの事情 」
◎ 例会後の行事
12 月度定例理事会

私がロータリークラブに入会しましたのは 2007
年、今から 14 年も前になります。第 1 回の例会日に
緊張して座っておりました。司会者、ＳＡＡですが本
日の卓上花は何々で、花言葉は～～ですとアナウンス
されていました。 会場は花言葉に全く無縁と思しき
男性ばかり、関心なさそうでなんか違和感を感じたの
を覚えています。
はじめのうちはロータリークラブというところは
例会に花を飾り花言葉をアナウンスするくらいに思
っていましたが、そうではなく高槻ロータリークラブ
の独特の歴史でもあり文化であることが分かりまし
た。
事務局の三浦さんに調べていただいたところ 2005
～2006 年度のＳＡＡをされていた大西辰彦会員が「せ
っかくお花を飾っているので花言葉を言いましょう」
と提案されて、それ以後今に続いているとのことで
す｡その頃､ずいぶん粋な提案をされる男性がいらっ
しゃったんですね。高槻ロータリークラブの誇るべき
文化でしょうね。
かつて、高槻ロータリークラブは収入が少なく運営
が厳しい時がありました、その時､経費節減のため卓
上花､生の演奏はどうかとのことがありましたが､運
営が苦しい中でも、卓上花､生演奏は高槻ロータリー

先週（11/17）の例会から
◎ゲスト・ビジター

計 0 名

◎出席報告
会員数

出席者数

50 名

34 名

出席率
73.91

％

前々回例会補正後出席率
87.23 ％
但し、 Mup 2 名
欠席者 6 名
出席規定摘用免除有資格者 3 名

奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために

シェカール・メータ RI 会長
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クラブの歴史､文化であるから残そうと決まった経緯が
あります。
ここで花言葉の由来について調べてみました。いろい
ろな説がありますが、発祥は 17 世紀ごろのトルコだと
言われています。トルコでは恋人への贈り物として、文
字や言葉ではなく自分の思いを花に託して恋人に贈り、
もらった人も花でお返しをする習慣があったようです。
この習慣がヨーロッパ中に広がり 18 世紀、異国のおし
ゃれな文化として社交界でもてはやされるようになり
ました。日本に花言葉が輸入されたのは 19 世期末の明
治初期と言われています。
日本人は本来､生け花の心を愛する民族、自然と融合
するりんどうの花、すすきの枯れた穂を胸に感じる心を
持った民族ですが、西洋から入った花言葉を例会でアナ
ウンスするのも高槻ロータリークラブの素晴らしい文
化の一つだと思います。

〇クラブ運営委員会
浦中 郁文
・12/25(土)に忘年家族例会をホテルアベストグランデ
高槻にて開催致します。回覧を回しますので、多数の
皆様のご参加宜しくお願い致します。
【開催日時】2021 年 12 月 25 日(土)17：00～20：00
【開催場所】ホテルアベストグランデ高槻
【登 録 料】 会 員 15,000 円
ご家族 10,000 円
ご家族（小学生以下） 3,000 円
ご家族（3 歳児以下） 無料
・11/14(日)開催の安満遺跡青銅祭ですが、無事終える事
が出来ました。15,000 人を超える来場者に来て頂き、
ロータリーの会員の皆様も沢山応援に駆けつけて下
さいました。来年に向けて精一杯頑張っていきたいと
思っておりますので、今後ともご支援ご鞭撻のほど宜
しくお願い致します。本当にありがとうございまし
た。

◎幹事報告
・皆様ご存知の通り、岩井会員がここしばらく例会をお
休みされております。今月 11 月は岩井会員の誕生記
念月ですので御祝の品を岩井会員へ郵送したのです
が、本日例会前に岩井会員のニコニコ箱の寄付を届け
に岩井会員のお嬢様が事務局にお見えになられまし
た。その折、岩井会員は「出来れば来月 12 月から例
会に出席できたら」とおっしゃられていたそうです
が、お嬢様は年が明けてからの方が良いと思うとのこ
とでした。岩井会員から「くれぐれも皆様に宜しくお
伝えください」とご伝言をお預かり致しましたので、
ご報告させていただきます。一日も早く岩井会員とお
会いできるのを楽しみにしております。

〇ゴルフ同好会
松下 浩章
・11/13(土)ベニーカントリー俱楽部で高槻 3RC ゴルフ
コンペが開催されました。当クラブからは小阪会員、
森木会員、私の 3 人の参加で非常に心細く肩身の狭い
思いでしたが、天候にも恵まれ、上位 3 名は我々3 名
でした。団体戦はネットスコアの合計点で惜しくも準
優勝でした。次回は沢山のメンバーで参加出来たらと
思いますので、宜しくお願い致します。

◎卓話

「

ZOOM の使い方

」

大木

城司

初めて ZOOM を使ったのが今年の 1 月でしたが、今回
卓話をするにあたり再度 YouTube で勉強して参りまし
た。このままコロナが収まってくれたらいいのですが、
また緊急事態宣言が出ることがあれば例会の開催方法
も変わると思いまして、ZOOM をより使えるようになら
ないと、と考えております。
今までと同じが楽で良いのですが、新しい生活として
オンラインの活用はガラゲーからスマホに変えた時と
同じぐらい慣れるまで時間がかかると思いますが、慣れ
てしまえばより便利なことが出来ると思います。
さて、今回は ZOOＭをしている人が見ている画面を正
面に映しています。画面の選択は操作している人が選択
できるのですが、今の様に誰かが話をするその人が黄色
い枠で囲われます。スピーカービューを選択すると大き
な画面に変わりますが、誰かがしゃべるたびに画面が切
り替わります。資料を見せながら話す場合にここで設定
を変えないと資料が見れなくなってしまいます。PC の
場合とスマホの場合それぞれを正面に映してみます。僕
もすべてを理解しているわけではないですので、わかる
範囲で説明いたします。
今回、皆さんに覚えて頂きたいのはピン止めの機能で
す。見たい画面の右上の…にカーソルを合わせれば選択
できます。これを使うと選択した画面が固定されので、
見たい画面をいくつか選び固定することで、資料を見な
がらスピーカーも見れるというわけです。
また画面の比率を変えることで、複数人の顔を見なが
ら資料を見ることもできます。あとは自分の画面の背景
を変えたり、自分の顔のシミを消したりなど加工もでき
ます。色々試してみてください。

◎委員会報告
〇中長期クラブ戦略委員会
入谷 治夫
・先週 11/10(水)の会長の時間で羽根田会長よりアンケ
ートの実施についてのお話がございました。会員の皆
様からご意見を頂戴し、そのご意見を反映させて、高
槻 RC の更なる発展を目指し、高槻 RC の中長期のビジ
ョンを作りたいという目的で今回アンケートをさせ
ていただきます。本日の例会後にメールまたは郵送に
てアンケートを送付させていただきます。回答は無記
名で結構です。11 月末日までに、メールまたは書面
にて事務局まで回答をお願い致します。メールと書面
の重複はご遠慮願います。ここ 1 年半は例会などクラ
ブの行事が制限され、入会 1～2 年目の会員の皆様に
とっては回答が難しい質問事項があるかもしれませ
んが、その場合は空白で結構です。できるだけ沢山の
皆様のご意見を頂戴したいと思いますので何卒宜し
くお願い致します。
〇青少年奉仕委員会
浜田 厚男
・高槻中学高等学校インターアクトクラブより、クリー
ンハイクのご案内が届いており、先週の例会にて委員
会報告させていただきましたが、詳細の連絡が入りま
したのでご報告申し上げます。当クラブは提唱クラブ
でもありますし、多くの皆様にご参加いただければと
思います。宜しくお願い致します
【日
時】2021 年 11 月 23 日(火・祝)
10：00～12：30
【集合場所】高槻中学高等学校 正門前
【集合時間】9：50
【持 ち 物】軍手、飲み物、タオル、ゴミ袋、マスク
※動きやすい服装
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◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝
岩井君
・卓話を聞いて頂いて。
大木君
・11 月 14 日の安満遺跡青銅祭にはたくさんのメンバー
が応援に来て下さりありがとうございました！来場
者 15,000 人を超える人が来て下さいました。来年も
宜しくお願い致します。
浦中君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
藤井 敏雄君 ￥
羽根田茂子君 ￥
岩井 祐造君 ￥
並木 寛治君 ￥
清水 利男君 ￥
藤松 功治君 ￥

6,0006,0005,0006,0006,0006,000-

￥
￥

浜田 厚男君
石田 佳弘君
片山美智子君
大木 城司君
富川 大輔君
浦中 郁文君

15,000670,000-

￥
￥
￥
￥
￥
￥

6,0006,0006,0005,0006,0005,000-

本日の合計
￥
69,0007/1 よりの累計
￥ 666,000年次基金会員より
￥ 480,000ポリオプラス会員より￥ 186,000一人当たり平均
＄127.66
◎米山奨学会への寄付
岩井 祐造君 ￥15,000- 大木
本日の合計
7/1 よりの累計
会員より
ｸﾗﾌﾞより
一人当たり平均

城司君 ￥ 5,000￥
20,000￥ 252,500￥ 135,000￥ 117,500￥
5,372-

◎青少年育成基金への寄付
大木 城司君 ￥ 5,000本日の合計
7/1 よりの累計

￥
5,000￥ 580,000-

◎11/17 卓上花
トルコキキョウ
···· 優美
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