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本日のプログラム 

 ソング  四つのテスト 

 ３分間スピーチ 中畑安伴会員 

 卓話   豊岡敬会員 

 理事会（６） 

 表彰祝賀会（１８時～二葉館） 

 

出席報告  

例会日 会員数 出席者 MU 出席率 

12/10 33(7) 21(4) 2 73.08％ 
12/3 33(7) 14(2) 3 57.69% 
11/26 33(7) 23(4) 0 73.08％ 

  (  )内は出席免除会員 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

家 族 月 間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の予定 

１２月２０日(日) 富田林ＲＡＣチャリティコンサート 

 富田林ＲＡＣ忘年会 

 青少年交換オリエンテーション 

１２月２４日(木) 年内最終例会 

２０１０年１月７日(木) 新年初例会 

  卓話  

１月１４日(木) 卓話 

１月２１日(木) 卓話 瀧成和会員 

 理事会（７） 

１月２８日(木) 卓話 

 

今週の歌 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

●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  

好意と友情を深めるか  

みんなのためになるかどうか 

四つのテスト 

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

ビジター・ゲスト歓迎の歌 

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｏｕｒ ｃｌｕｂ ｍｅｅｔｉｎｇ 

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｏｕｒ ｍａｎｙ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｆｒｉｅｎｄｓ

今日の一時 どうぞごゆっくり 
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１２月１０日 第２３２９回 例会記録 

★ゲスト   

  宮崎幸美様 富田林市心身障害児(者) 父母の会 
 
 
 
 
 
 

委員会報告 

●青少年ライラ委員会･･･瀧成和会員 

 来年３月に行われます、地区ライラの案内が来ております。今回はガバナーの居られる田辺市

の有名な原始林のある天神崎の前の元島で行います。 

初日は自衛隊を呼んで簡単な訓練を受け、２日目は田辺市内でグループに分かれて地域を歩いて

楽しむ研修となります。３日目はビジネスマナーの研修を受けます。以上は研修生のプランです

が、来て頂くロータリアンには、２日目に中島ＰＤＧからロータリーについてのお話を聞き、の

ち分かれて田辺市内の居酒屋や飲食店で懇親を深めながら、７～８人のグループでの研修会を持

つ事になっております。田辺は魚のおいしい所ですので、きっと楽しい時間が持てると思います。

参加募集は来年２月となりますが、是非とも３０歳までの会員の会社の社員・スタッフなどもご

推薦下さい。また、多くのロータリー会員のご参加をお願い致します。 

（来年１月後半に、私が地区委員長として開催しました２００８－２００９年度の地区ライラの

ＤＶＤを見ていただき、卓話をさせて頂くつもりです） 

 

●会長エレクト 森井茂治会員 

 ２０１０ー２０１１年度のＰＥＴＳが１２月５・６日にゲ

ートタワーホテルで行われ、参加して参りました。 

２６４０地区の７２のクラブのエレクト全員が集まり、ロー

タリーとは･･･と、いろいろな講義を受け、いよいよだと責任

の重大さを感じている次第です。 

 

 

●ローターアクト委員会･･･寺田廣美会員 
          

        －－チャリティーコンサートのご案内－－ 
 

・日時：平成 21 年 12 月 20 日（日） 13：30 開場／14：00 開演 
・場所：妙慶寺(富田林市富田林町 20－31) 
・入場料：小人 500 円  大人 1500 円 
・主催：富田林ＲＡＣ／大阪梅田ＲＡＣ 
・入場料の全額は社団法人アジア協会友の会と妙慶寺に寄付致します 

 



 

３ 

会長の時間･･･辻隆司会長 

 本日は富田林心身障害児(者)父母の会の宮崎会長、よくお越し下さいました。富田林ロータリ

ークラブでは前会員の勝山さんの時代から付き合いをさせてもらっています。少ない額ですが子

供達によろしくお伝え下さい。 
又、前の週は親睦旅行として龍野に行きました。龍野の永富家住宅を見学しましたが、特に感心

したのは、昔の農機具、そしてこたつ等の家庭用品でありました。これらの品物はどこの農家に

もあり一般的な品物ですが、どんどん不用品として処分して今はありません。我々も不用品とし

て処分してきたものは品物ではなく何か大切なものを処分してきたのではないかと感じられます。 
今週の土曜日は河内長野東ロータリークラブの 25 周年であり参加します。 
又、13 日の日曜日には第６回富田林ロータリークラブカップ中学生サッカー大会の決勝戦の式典

に参加します。 
１３日は又、すばる第九シンフォニーが開催されます。我がクラブから松澤・遠藤会員さんが参

加されます。我がロータリークラブも協賛金を出させていただきました。ますます発展するよう

お祈り申し上げます。 
 
 

ニコニコ 

☺田中会員 皆様例会出席お願いいたします 

☺寺田会員 欠席のお詫び 

☺藤本会員 親睦家族会で色々迷惑をおかけ

 しました 

☺藤野会員 中畑委員長、先日の親睦旅行お

 疲れ様でした 楽しい１日を過ご

 すことができました                   

小計 12,000 円 
 
 

地区行事その他出席者 

★富田林ＲＡＣ（１２/１）北岡・瀧会員 

★地区青少年ライラ委員会会議（12/2）瀧会員 

★第６回富田林ロータリークラブカップ 
 中学生サッカー大会（１２/１３）辻会員 

★河内長野東ＲＣ２５周年式典（１２/１２）辻会員 

 
 
 
 
 

月例ニコニコ 

☺堀野会員 誕生日・入会記念日 
☺上田会員 結婚記念日 
☺千田会員 結婚記念日 

          小計 20,000 円 
合計 32,000 円 

 累計 929,000 円 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

総  会 
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（幹事） 只今より富田林ＲＣ細則第４条会合第１節に基づき２００９－２０１０年度の

年次総会を開催いたします。この細則によりますと、年次総会におきまして次

年度の理事及び役員、次々年度会長（規定審議会のいう会長ノミニー）の選挙

を行わなければなりません。なお年次総会を開催するにあたりまして年次総会

の定足数に関する報告を致します。年次総会の定足数は、細則第４条第３節の

規定により会員総数の３分の１となっております。 

 ２００９年１２月１０日現在会員総数３３名、本日の総会出席者数は２１名議

長への委任状数６名で、計２７名となり定足数を満たしております。従って本

総会は成立することをご報告いたします。細則第３条第１節に会長は会合の議

長を務めると記されています。それでは、この細則に従いまして年次総会の議

長を辻会長にお願いいたします。 

 

（会長） それでは、議長を務めさせていただきます。まず、細則第１条第１節に記され

ています指名委員会の経過報告を藤本指名委員会委員長にしていただきます。 

 

（指名委員長） 当委員会はクラブ細則第１条第１節に基づき、会長（議長）からの次年度理 事

４名、会長エレクト（副会長）、幹事、会場監督（ＳＡＡ）候補者の選出の求め

に対して、３回の会合を持ち、将来の当クラブの発展を期し、慎重に審議の結

果、下記の役員候補者を選出致しました。 尚、指名委員会メンバーは、辻会長・

森井会長エレクト・松澤直前会長・寺田直前幹事・藤本元会長・横山理事・上

野会員・豊岡会員・猪阪会員でございます。 

 それでは議事に移ります。本日の議案は先日送付致しましたご案内に記載した

とおり、次年度の理事役員と次々年度会長の選出であります。本日の総会に先

立ち、指名委員会に於いて指名された次年度の理事役員と次々年度会長の候補

者は次のとおりです。お名前を申し上げます。 

  ・次々年度会長候補者･････壺井勘也 

  ・次年度理事候補者･･･････道田憲逸 

   ・次年度理事候補者･･･････北岡満 

   ・次年度理事候補者･･･････堀野俊男 

   ・次年度理事候補者･･･････千田佑兵 

  ・次年度幹事候補者･･･････藤野正勝 

  ・次年度ＳＡＡ候補者･････中畑安伴 

  ・次年度会計候補者･･･････遠藤特一 

以上の方々を次年度の理事役員として選任致したいと思いますがご異議はご 
ざいませんか？ご異議が無いようでしたら拍手でご賛同願います。有難うござ

   いました。それでは、クラブ細則第１条第１節の過半数の賛成があったものと

   して、候補者全員を当選といたします。なお、次年度会長は森井茂治会員に決

   定済みであることを申し添えます。以上をもって議事を終了致しましたので、

   本会合での議長の役を降りさせて頂きます。ご協力有難うございました。 
（幹事）  続きまして、指名委員長、指名委員会の解散宣言をお願いいたします。 



 

５ 

 

（指名委員長）  解散宣言 

 

（幹事）  次に次々年度会長に選任されました壺井勘也会員にご挨拶をお願い致します。 

 

（次々年度会長）只今ご紹介の通り、此の度次々年度の会長に選任されました壺井です。大槻武

男先生が会長の時に入会させて頂き、早や２１年になります。当時５８人の会

員で構成され、大変活気がありました。今後は諸先輩のご指導をあおぎ、頑張

りたいと思います。何卒よろしくご鞭撻の程お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（幹事） 以上をもちまして年次総会は滞りなく終了致しましたので閉会とさせていただ

きます。皆様のご協力ありがとうございました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 員 通 信 
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●世界の情報「タイム イズ マネー 」･･･寺田廣美会員 

 多くの人は「これくらいの距離なら一般道で」とか「比較的近いが急いでいるから高速道路で」

といった経験があるのではないでしょうか。車で出かける際に高速道路を利用すると、しばしば

時間をお金で買っている感覚になります。そしてこれは様々な場合にあてはめることができます。 
 新大阪から東京まで行くのに、新幹線の「ひかり」を利用すると約 3 時間、一方で普通列車を

乗り継いで行くと 9 時間程度かかり、その差は 6 時間になります。また「ひかり」の自由席に乗

ると乗車券のほかに 4 千 730 円払う必要があります。6 時間で 4 千 730 円を割ると約 800 円で、

1 時間を 800 円で買った計算になり、これが「ひかり」の時間価格になります。東京から新大阪

までの直通普通列車がないところを見ると、1 時間当り 800 円ならば多くの人々は「ひかり」の

スピードを買うということが言えます。 
 またそれと別に新大阪･米原間の場合、「ひかり」を利用すると 30 分程度かかり、一方、直通

列車なら 1 時間半程度かかります。この場合の特急料金は 2 千 410 円なので、1 時間当り 2400
円程度で時間を買っていることになります。つまり大阪から東京まで行く場合に比べて新大阪・

米原間の時間の価格はずっと高いのです。現に新大阪･米原間で普通列車を利用する人が多いのは

時間価格が高すぎるという判断によるものでしょう。この例では何を基準に時間が高い･安いとい

っているのか。それは、人それぞれが持っている自分の時間の価格と比べてということになりま

す。例えば 1 時間に 5 千円稼げる人の時間の価格は 5 千円であり、新大阪・米原間の 1 時間を 2
千 410 円で買ってもその時間を仕事に費やせば約 2 千 500 円稼げるのであり、採算がとれる計算

になります。 
 昭和 30 年代に家庭電化ブームが起きましたが、これもまた時間を買う行動として説明できま

す。1 台 5 万円する洗濯機なら、1 千回洗えるとすると 1 回当りのコストは 50 円となります。手

洗いに比べて 1 時間分節約してくれるなら 50 円で 1 時間を買えることになり、仮に利用者の時

間の価格が 50 円以上であれば普及することになります。一方自動餅つき器はあまり普及しませ

んでした。これは、めったに使わないため 1 回当りのコストが大変高く、時間をかけても市販の

お餅を買いに行った方が得だとの解釈になります。 
 人によって、また同じ人でも場合によって行動や商品に何を求めるかが大きく違ってきます。

そしてそれぞれの組み合わせによって、人々の行動は多様になります。時間とお金と時代の流れ

の関係についての認識が、いつの時代においても、ビジネスには必要不可欠となっているのでは

ないでしょうか。 
 
 

 


