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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
2021- 2022年度国際ロータリー会長 シェカール・メータ

本 本日の例会
日 の 例 会

●例会場 シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
●表彰 ・ホームクラブ連続皆出席

山口
（920） 奥田
（70） 野村
（60）
山本
（英）
（20） 岡部
（倫）
（20）
各会員
元氏
（10）
・
誕生日
●お祝
宮田 中本 岡部（泰）
各会員
・会社創立記念日
石濱 奥田 恒元
各会員
●卓話 「米山奨学生を終了して」
2017-2018年度 米山奨学生 黄 勉氏
（世話クラブ:茨木RC）
（西谷雅之会員担当）

次 週 の お 知ら せ

11月12日（第2例会）

●例会場 シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
●卓話 「ロータリーは人をつくる…。」
●食膳

上 敏郎会員

＜中国 御膳料理＞

次 々 週 の お 知らせ

11月19日（第3例会）

●例会場 シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
●卓話 「令和の弁護士業界」

元氏成保会員

先 週 の 記 録

◆ 会 長 の 時 間 ◆

11月5日（第1例会）

10月29日（第5例会）

●出席報告
出席会員35名（内免除会員5名）
会員総数46名（同上12名）
ゲスト
0名
ビジター 0名
計35名
ホームクラブ出席率89.74％
10月15日
（第3例会）
補正出席率100％
（MU4名）

私は、本年度の年間目標の筆頭に新旧世代の交流を深
めるため、卓話に重点を置くことを掲げました。コロナ
禍で会員相互の絆が弱まる中、まずは会員がお互いを深
く知り合うことが大事だと考えたからです。入会2、3年
目の会員にとって、卓話は緊張する機会と思われます
が、大変熱心に取り組んでくださっており、うれしい限
りです。本日は、尾崎巖会員の卓話ですが、執行部からも
是非ご自身でご自分のことをお話しくださいとお願い
したところ、ご職業としてのゴム資材取扱と、ご趣味の
社交ダンスのことをお話しくださることになり、大変感
激しました。これから順番が回ってくる在籍年数の長い
会員の皆様も、是非ご自分自身でご自分のご職業やご趣
味をお話ください。それが若手会員と知り合う最善の方
法だと思いますので、よろしくお願いします。

◆ 幹 事 報 告 ◆
〇地区より、ロータリー学友会の公式行事として「秋のイ
ベント」
の案内が来てますので青少年奉仕委員会の濱田
委員長へ回付致しました。
〇世界ポリオデー、
ロータリー財団月間のお知らせが来て
おりますので、ロータリー財団・米山奨学委員会の村上
委員長に回付致しました。
〇国際奉仕プロジェクト推進についての情報交換会の案
内が来てますので、
国際奉仕委員会の山本
（智）
委員長に
回付致しました。
〇ガバナー・同エレクト事務所運営体制変更の連絡が来て
おります。
会議室の使用についてですが、
以下のルールの下にご使
用頂けます。
＊使用人数は大会議室18名、
小会議室5名までとします。
＊備え付けのアクリル板により、
各席を隔離してください。
＊配席は密を避け、
出来るだけ距離を取るようにしてください。
＊出席者を特定するため、
出席者名簿
（会議室に常備）
を作
成してください。
＊会合の前に必ず検温を実施し、
結果を出席者名簿に記録
してください。
＊会議前、
会議中は部屋の換気を十分に行ってください。
＊手指の消毒を行い、
会議中はマスクを着用してください。
ガバナー事務所勤務体制は、
通常の全員事務所勤務体制
に戻します。
業務時間は従来通り9：30〜18：00です。

◆ 委 員 会 報 告 ◆
青少年奉仕委員会 石濱宏章副委員長
この度、
ロータリー学友会の公式行事として
「秋のイベン
ト」
を開催する事を会員の皆様にご案内させて頂きます。
皆
様のご参加を心よりお待ちしております。
・日
時：2021年11月28日
（日） 13：00〜16：00

ロータリー財団月間

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真実かどうか

みんなに公平か

・開催方法：オンライン開催
（※視聴方法は改めて、
ご案内致
します。
）
もう1件、
RAC活動についてもお知らせがございます。
11
月10日
（水）
で予定しておりましたRAC通常例会ですが、
今回
は11月11日
（木）
に6クラブ合同例会と同時開催となりまし
たので、
ご案内致します。
また、
11月17日
（水）
のRAC例会は
「通常例会」
か
「zoom例
会」
のどちらで開催するかを検討しております。
決まり次第、
改めてご通知申し上げます。
以上、
よろしくお願い致します。
国際奉仕委員会 山本智重委員長
10月23日
（土）
に、
Web出席者及びリアル出席者合計122
名の下で大阪YMCA国際文化センターにて、
2021-22年クラ
ブ国際奉仕委員長会議が開催されました。
会議においては、
「国際奉仕プロジェクト、
コロナ禍での国
際奉仕、
アフターコロナでできる国際奉仕」
という題目で、
ロータリー財団補助金の基本、
外国人留学生に対する教育就
労支援について、
今国際奉仕ができることなどについての説
明、
発表、
質問がありました。
なお、
2022年ロータリー国際大会の案内がありました。
6
月4日
（土）
から8日
（水）
にかけて、
テキサス州ヒューストン
にて開催されます。
社会奉仕委員会 松田振興委員長
10月23日
（土）
午後、
出席者117名の下で、
地区社会奉仕委
員会会議がありました。
大阪における薬用濫用の現状について、
大阪府健康医療局
からのスピーチがあり、
その中で発展途上国の薬の濫用につ
いての説明もなされました。

卓 話

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

増加し、加熱に対する安定性が高まる電気絶縁など他の
耐久性が加わり、利用価値が格段に広がり近代ゴム工業
の始りになりました。1880年にはダンロップが空気入
りタイヤを発明しました。
19世紀後半から20世紀にかけて、ゴムの供給が高ま
り急騰し、当時帝国主義の道を歩み始めていた英国はア
マゾン川流域の野生の生ゴムの種子を自国に持ち帰り、
東南アジアの植民地におけるゴム樹の栽培を計画しま
した。
現在の主な生産国は、タイ、インドネシア、ベトナム、
マレーシアとなり、総生産全体の68％を占めます。また
消費国で挙げられるの中国が最も多くなっています。

▲天然ゴム

10月29日〈第5例会〉

「私の趣味と仕事」
天然ゴムの話、
社交ダンス

尾崎 巖会員
私の仕事はゴム関係の仕事です。ゴ
ムとは考えてみました。
ゴムには天然ゴムと合成ゴムとがあ
ります。天然ゴムは（生ゴム原料の）樹
木（ヘビアブラジェンシス科の植物）
から採取します。合成ゴムは石油から
つくります。
本日は天然ゴムの事を主に書いてい
きたいと思います。しかしゴム製品には天然ゴムと合成
ゴムのブレンド品が多くあります。
先ず自動車用のタイヤ類等、ゴム履物の底、ゴムホー
ス、ゴム板等。天然ゴム（液体）ラテックスからは医療用
手袋、ゴム風船、マットレスがあります。
ゴムの歴史―天然ゴムが歴史上初めて使われたのは6
世紀アステカ文明だと伝えられています。文明社会では
アメリカ大陸を発見したコロンブスによって西欧社会
に紹介された。当時ゴムは、南米のアマゾン川流域しか
採れなかったため、後に黒い黄金とよばれる程高騰しま
した。天然ゴムはヘビアブラジェンシス科の植物から採
取されるエラストマー弾性物質で、その天然ゴムの樹木
は白樺の木に似ています。
天然ゴム樹は農園に植え付けられてから生産できるよ
うになるまでにおよそ6〜7年の歳月が必要で、採取でき
る期間が20年、だいたい1ヘクタール当たり年間1tの天
然ゴムが生産されます。
1839年米国のチャールス・グットイヤは実験中、突然
に生ゴムに硫黄を混ぜて加熱するとゴムの弾性が大幅に

▲本日の御膳

にこにこ箱
・久しぶりのリアル出席です。

10月29日（第5例会）

中本会員
・12月10日の家族会にお呼びする余興のアーティスト
と、山本英樹委員長、恒元会員と共に打合せをしてき
ました。当日、無事開催できることを願っています。
細川会員
・その他、お祝い1件

10月ニコニコ合計

！
会員増強にご協力を！

188,000円
（編集担当元氏・佐伯）

