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次回の卓話

2010年2月24日（水）

「不謹慎な考え方だと思いますが。」

肥後眞弘会員
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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2729272927292729回回回回

2010201020102010年年年年2222月月月月17171717日日日日

開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
お客様の紹介
会長の時間
ガバナー挨拶
幹事報告
委員会報告
出席報告

パネルディスカッション
「地域の中でのロータリークラブの

あり方と4RCでの地域への貢献」
～ﾛｰﾀﾘｰの活性化へ向けた

各ｸﾗﾌﾞの現状と問題点について～

総括
閉会挨拶 次回ホストクラブ会長
閉会点鐘

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想



●会合報告

次週2/17（水）は岸和田4RC合同例会、当クラブは

ホストクラブになっております。村上ガバナーを

お迎えして、岸和田グランドホールにて実施致し

ます。

●本日も、漢方薬の話をしたいと思います。

八味地黄丸（はちみじおうがん）

【原料】

・乾地黄（かんじおう）

中国原産で、栽培される多年草。

ゴマノハグサ科の多年草ジオの根。

・山茱萸（さんしゅゆ）肉

ミズキ科サンシュユの果実・果肉。

・山薬（さんやく）

ヤマイモ（ヤマトイモ)。

・沢瀉（たくしゃ）

オモダカ科サジオモダカおよび近縁種の根茎。

・茯苓（ぶくりょう）

サルノコシカケ科マツボドの菌核を輪切りにした

もの。主に松の根に寄生。

・牡丹皮（ぼたんぴ）

キンポウゲ科ボタンの根皮を乾燥したもの。

・桂皮（けいひ）＝（ニッキ・シナモン）

クスノキ科ケイ（トンキンニッケイ）または

同属植物の枝の皮（樹皮）を乾燥したもの。

【目標】

・尿量の異常・口渇・性欲減退・全身倦怠感

【応用】

・前立腺肥大症、腎性高血圧症・糖尿病・夜尿症

・インポテンツ

●五苓散（ごりょうさん）

・沢瀉（前述）

・茯苓（前述）

・朮（おけら・白朮（びゃくじゅつ））

キク科オケラまたはオオバナオケラの根茎。

・桂枝（けいし）

前述“桂皮”の枝

【目標】

・口渇・尿量減少・浮腫・悪心・目まい・胃中に水

分が停滞し、吐き気がある

【応用】

・腎性浮腫・陰嚢水腫・涙嚢炎・暑気当たり

●猪苓湯（ちょれいとう）

・猪苓

サルノコシカケ科チョレイマイタケの菌核を乾燥

岡本桂四郎会長

第5回 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ

梶野 和一郎会員

会員数４１名 出席義務会員数３６名

２月１０日 出席会員30名 83.33％

１月２７日 MUを加えて 91.67％

2010年2月10日 第2728回

ロータリーソング「手に手つないで」
唱歌「雪」
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「自動販売機を取り巻く

環境変化と取組み」
富士電機ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
自動化機器事業本部 関西支社
第二営業部 第二営業課

課長補佐 石山達司様
紹介:西秦好郭会員

富士電機ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
自動化機器事業本部 関西支社
第二営業部 第二営業課

課長補佐 石山達司様



●例会臨時変更

岸和田北RC 詳細は事務局迄。

●「癒しのコンサートinりんくう」の案内をお配り

しております。特定非営利法人ピンクリボン大阪

という乳がんを撲滅する団体が主催のコンサート

を実施します。当RCも共催しております。参加費

は無料です。

●国際ソロプチミスト大阪南地区よりチャリティー

コンサート実施の連絡がありました。日時は平成

22年4月9日（金）、会場はリーガロイヤルホテル

堺となっております。

詳細につきましては事務局宛お問い合わせ下さい。

櫻井新嗣幹事

したもの

・茯苓（前述）

・滑石（かっせき）

天然の粘土鉱物。

・沢瀉(前述)
・阿膠（あきょう）

ウシやウマなどの皮から作られたニカワ

【目標】

・排尿困難・残尿感・手足冷・血尿・蛋白尿

・尿量減少

【応用】

・尿道炎・膀胱炎・腎石炎・腎盂腎炎

●石山達司様

本日の講師料をニコニコに頂きました。

●西秦好郭会員

本日は卓話を担当させていただきます。

●岸田次郎会員

誕生日は平成22年2月22日です。2が続きます。

何か良いことが起こりそうです。

●高松正剛会員

いつも遅れて申し訳ありません。

●大橋寛順会員

先週は寺役のため、欠席しました。

また、誕生日の記念品をいただきました。

●竹田儀子様(竹田耕作名誉会員の奥様)

会長様はじめ皆様方には益々ご壮健にお過ごしの

ことと存じます。会報その他、いつもお世話をか

けまして申し訳ございません。先日は主人の誕生

祝いと結婚祝いを頂戴しまして、誠にありがとう

ございます。私共も日々変わりなく過ごしており

ますので、皆様によろしくお伝え下さい。まずは

お礼まで。

山形直道次期幹事

●本日、例会終了後に10-11年度第3回理事会を開催

させていただきます。役員・理事の方につきまし

ては例会終了後に事務局宛ご参集いただきます様

よろしくお願いいたします。

●「ロータリーの友」事務所より、10-11年度ロー

タリー手帳購入依頼の連絡がありました。

詳細につきましては事務局宛ご連絡いただきます

様よろしくお願いいたします。

●国際ロータリー2640地区より「2011-12年国際親

善奨学生募集」ポスター配付と掲示につきまして、

依頼文書が届いております。詳細につきましては

配付させて頂いた資料をご確認の上、事務局宛

ご確認願います。

ファンド委員会 伊丹克介委員長

親睦活動委員会 宇野芳孝委員長

●先日ご連絡をさせて頂きましたが、4/17-18に地

区大会が開催されます。それに伴い親睦旅行を企

画させて頂きました。17日の初日はゴルフコース

／観光コースの2通りのコースを準備しておりま

す。夜の宴会のみの出席でも結構です。奮ってご

参加頂きます様、よろしくお願い致します。
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FEBRUARY ～ MARCH ２０１０ ２月 世界理解月間

日本国内における自販機展開は、昭和30年台の紙

コップ展開に始まり、40年代半ばに缶自販機登場し

たことで飲料メーカーやボトラーの新しい販売チャ

ネルとし、急速に普及台数を伸ばして来ました。

飲料に続き、食品・タバコ・券売機などの分野へも

広まり、昭和59年には、全国の普及台数が500万台

を越える安定市場となり、現在（約520万台）に至

っています。

平成に入り、自販機を取り巻く環境が変わり、最

近では単なる中身商品の販売ツールから、環境に優

しく安心安全な街づくりに貢献する重要なインフラ

としての有り方が求められています。

これからの自販機ビジネスのあり方として、刻々

と変化する社会情勢を踏まえた活動が必須となって

いるのです。近年取り沙汰されている環境対応につ

いては、冷媒ノンフロン化などによる環境負荷物資

の削減、ヒートポンプ化などによる省エネ仕様（←

地球温暖化防止）、省資源、リサイクル化などの取

り組みを行っています。

社会貢献・地域貢献の視点からは、災害など緊急

時に備えた災害救援自販機（災害停電時に飲料を無

償提供）やAED搭載自販機の展開や、食品自販機で

の賞味期限管理や、自販機を運営するオペレーター

へ食品衛生法に基づいたサニテーション指導・啓蒙

を行っています。

急速に発展しつつある情報化社会に対しては、電

子マネー決済対応や、交通や災害情報を自販機より

提供するなどの取組みが進んでいます。

またライフスタイルの多様化という側面で、少子

高齢化や就労問題については、現行自販機の設置環

境を変え、ゴルフ場や事業所での食堂廃止や運営時

間短縮などにより新たな需要を生んでいます。

今回、自販機市場についての卓話をお聞き頂き、

岸和田RC様のご繁栄のためお役に立てれば幸いでご

ざいます。

近隣クラブ卓話ご紹介

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

2010-11年度のた
めの地区ﾁｰﾑ研修
ｾﾐﾅｰ

岸和田4RC合同例会
於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

ﾎｽﾄ:岸和田RC

RAC例会

例会「不謹慎な考え
方だと思いますが」

肥後眞弘会員

RAC例会

例会「泉州医療事
情と岸和田徳洲会
病院」高松正剛会
員

会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ

例会「活力あるロー
タリアン」毛利髙二
会員

ｸﾗﾌﾞ青少年交換

委員長会議
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14 15151515 16 17 18 19 20

21 22222222 23 24 25 26 27
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岸和田東ＲＣ ２月２６日（金）「ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽさんと米山梅吉さん」中井義尚会員
岸和田北ＲＣ ２月２３日（火）「1000回記念例会」於.がんこ岸和田五風荘
岸和田南ＲＣ ２月２５日（木）「現在の大阪府政について報告」大阪府議会議員永野孝男様

富士電機ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 自動化機器事業本部
関西支社第二営業部 第二営業課

課長補佐 石山達司様


