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2013年10月02日

（第2551回）

2013年10月09日

（第2552回）

前回例会（2550回）9/25の主な内容

11

「 大阪の観光事情 」

前田 倫男会員

担当：出席・プログラム委員会

1、愛情物語 2、アラジン ３、メモリー

3009月25日

09月11日

例会日 出席 欠席 出席率

75.00%【会員42名】

メークアップ3名 （87.50％）

10（内免除者
2名）

35（内免除者
2名）

「糖尿病について」
京都大学人間環境学研究科

京都大学医学部 教授 津田 謹輔 様

担当：米山奨学委員会

◇◇◇委員会報告◇◇◇

親睦活動委員会 （森本委員長）

守口ＲＣゴルフコンペのご案内

日程 ： ９月26日（木）

場所 ： 飛鳥Ｃ・Ｃ

秋の家族親睦会のご案内

日 程 ： 10月19日（土）

集合場所 ： 京阪電車（出町柳駅）

見学場所 ： 蓮台山阿弥陀寺天井絵

食事場所 ： 八坂通り 燕楽

◎ 幹事報告 正木 一光
1、本日、第３組Ｉ.Ｍ担当者委員会出席

（市橋会員・正木幹事）

2、交換留学生一泊研修にアマデウス君参加の為、

阪急池田駅まで送りました。

3、交換留学生重冨嵩人君から、アメリカより月例

報告が届いています。

本日のピアノ演奏
19日は、京都どす！

米 山 月 間
職 業 奉 仕 月 間

お
み
な
え
し



卓 話

神田 会員 例会欠席のお詫び。

9／25 誕生・ニコニコBOX 258,000円

◎ 会長の時間
会 長 菊田 芳

本日の絵は「ほうらく」と「火消し壷」です。ほうらく

（炮烙）は豆や胡麻を炒るために土で焼いた２５ｃｍ

（八寸）位の円平な土器であり、火消し壷はカマドの焚
いたあとの炭火やカンテキ（七輪）、火鉢の使用残り
の火を節約するものであって、残り火の火の用心にも
なるものであり、元々は粘土で黒色に焼いた土器で
ありますが壊れやすいので赤銅や鋳鉄で作られるよ
うになりました。

大正の中期までは」「ホーラクに火消壷はいらんか
なァ～」と云って売りにきていました。私も子供の頃カ
マドで薪を燃やした後燃えきった部分を消壷に入れて
炭を作っていました。残りは水をかけて消していまし
たが、そうして作った炭は「消し炭」と云ってスポンジ
状になった炭なのですぐに火がつくので火付け用に
使用していました。水をかけて消した木は乾燥させて
から再利用していましたが水をかけて作った「消し炭」
は出来があまり良くはありませんでした。

大阪シャレ言葉

「八月の槍で、盆槍や」

用例

「あいつ、ほんまに８月の槍やで」

意味

「あいつ、本当にボンヤリやで」

八月はお盆の月なので 盆の槍＝ボンヤリ

一 現状

１） 「ロータリーの友」紹介・・・ガバナーの強い意向
９月号

Ｐ５３「投稿要領」

Ｐ１４「柳壇」

最終ページ

２６３０～２７４０地区内クラブの例会情報

キリトリ線

２） 週報の現状

当クラブ 毎週ご覧の通り

他クラブ まずいくつかを

２６６０地区ホームページ

「ホーム」→ 「２６６０地区について」

大阪鶴見ＲＣ 「会報」卓話、フリートーク、

「友」記事紹介

大阪淀川ＲＣ「週報」、大阪中央ＲＣ「週報」

八尾ＲＣ「会報」

３） ホームページの現状
（１）当クラブ

全容

個人情報（メンバー、メンバー以外）の問題

暫定的に隠しボタン

裏口からの入室

他谷 勝 会員

「 フォーラム
～週報・ホームページについて～ 」

この３人の方々それぞれの謎のポーズ（両手と表情）
～その意味は次週解明されるのか？！

（～次ページに続く～）



卓 話

（２）他クラブ （たとえばＩＭ３、ＩＭ５）

注目点

ビジターフィー

会員紹介

週報（会報）

会員専用ページ

（３）２６６０地区

地図 能勢・豊能・島本はクラブないの？

「新着情報」

（狙い）新聞記者、常に「何か目新しいことないか？！」

そこを見れば地区内の情報が集まっている。

→当該クラブホームページへジャンプ、取材

（機能・掲載方法）

全然むずかしくなさそう。

各委員長の直接投稿も、やろうと思えば可能。

二 委員会態勢

１） 事務局との役割分担

ａ） 週報原稿収集作成、印刷、配布 事務局

ｂ） 紙面作成・写真選別加工貼り付け 委員会

２） 委員会内の分担

ａ）写真撮影、ホームページ管理

・・・委員会メンバー＋委員長

ｂ）週報 紙面編集、写真選別加工、

ホームページ 週報貼り付け・・・委員長

３） 「委員長」職を引き継げる人を「養成」するように助言いた

だきましたが ・・・・

「２のｂ」を担えるパソコンの腕・センスが？

ご安心ください

たいした技術もセンスもないまま、だましだまし

言い換えれば、私程度のことならどなたでもできます。

４） 他クラブの一例 対照的な方向性

ａ）新会員配属 ３～５年で異動

ｂ）経験豊富な会員を委員長に

積極的な対外広報充実態勢構築

５） 週報に関して今後の構想？

委員会全員輪番で作成の態勢

その前提 作成方法伝授＋各自の練習

＋いつでも サポートします

６） ホームページに関して今後の構想？ どういう態勢で？

ａ）専門の委員会

ｂ）１～２人を週報担当と分離＝専門の部会？

ｃ）委員会全体で分担（週報輪番となら両立か）

７） なぜ委員会態勢が？

週報

客観的マンネリ 新規企画もはやなし

主観的マンネリ マンネリ感？

ホームページ

現状 とても手が回らない！

反面 もし本格的にやり出したら、やれること（課題）

はいくらでも。

→「実力派パワフル委員長＋メンバー」態勢への待望

８） 「やろうとすればやれること（課題）」とは

ａ）会員向け情報発信 に関して

１ 週報貼り付け （これは今もしている）

２ 当委員会で書き込み

３ 各委員長・会員が直接 事業案内・ＰＲを書き込み

できるページ

ｂ）対外向け（兼対外向け情報発信担当）に関して

１ 対外向けに週報修正（写真・記事 選別削除）

＋貼り付け

２ 当委員会で直接書き込み

３ 各委員長・会員が直接事業案内・ＰＲを書き込み

できるページ

４ 「ロータリーの友」への投稿

５ 地区ホームページへの投稿

６ ＦＭはなこ などでのＰＲ

三 ホームページの全面リニューアル

１） 会員専用ページ 要否・賛否

・・・ するなら全面改修が必須

２） データ ごちゃごちゃになっている

下手にいじるのは恐い・危険

３） 内容面の改善すべき点は？

会員名簿のページ、その他

４） コスト 許容範囲 は？

５） 業者 どこがいい？

安心して任せられる、打合せを緊密にできる、

いい加減な仕事されない、

適正な価格（暴利をむさぼらず出血はせず）

※ 回答の集計結果の一部を、次ページに掲

載しましたので、ご覧下さい。

（～前ページからの続き～）



アンケート結果集計（抄）

回収総数 ２７通

１ 「倍返し饅頭」を、ネット通販で買ったことはありますか？

ＹＥＳ／０名

なお、「潮騒のメロディ（天野ハル版）」を買ったという

方が１名おられました。 吉川会員

２ 川村会員は、ロータリー川柳に、投稿したことがあると思

いますか？ ＹＥＳ／１１名

また採用されたことがあると思いますか？ ＹＥＳ／１０名

３ 居酒屋を例会場にしているクラブがあるか？ ＹＥＳ／７名

４ 投稿経験は？ ＹＥＳ／３名

（１）コーナー／委員会活動、Ｈ２０年頃４月号 川村会員

（２）コーナー／環境問題特集、５年前 松尾会員

（３）コーナー／ ？、１年前 悔しい結果に 某会員

５ ホームページ名簿掲載 賛否

ＹＥＳ／８名、 ＮＯ／６名、わからない／１３名

６ パスワードによる会員専用ページ 賛否

ＹＥＳ／１１名、 ＮＯ／３名、わからない／１３名

７ ホームページ全面リニューアル賛否

ＹＥＳ／２名、 ＮＯ／６名、わからない／１９名

☆ 問い６、７は、６をしようとすれば、７が必須条件と
いう関係にあります。その事前説明を落としてしまいま
した。 その関係を踏まえてのアンケートをまたの機会
に行いたいです。

☆ 記入なしは、「わからない」にカウントしました。

今回、記入なしが相当数ありました。記入時間が短す
ぎたでしょうか。倍程度の時間を充てれば、全項目に
回答記入していただいて、また記述式のご意見ももっと
いただけたかもしれません。次回は、そのあたりを改善
したいと思います。

アンケートでいただいたご意見

（ホームページ関係）
１ 現状で満足しています。

２ ホームページの目的を明確にしたほうが良いのでは。

３ 各委員会の活動報告を掲載してみてはどうか。

４ 他クラブのリンク先をもっと多く。

・・・などなど

（週報関係）
１ コスト削減のためにも、パソコン利用者には週報配布を

止めてもよいのでは。

２ 家族にも好評です。いつもありがとうございます。

３ 月１回、会員の趣味を掲載してみてはどうか。

４ 写真を多く掲載されたレイアウトで、非常にみやすい。

会員の写真を多く掲載されることによって、会員の関心度

が高まると思う。

５ とても読みやすく、写真もたくさんあり毎回楽しみにして

います。作製される方はたいへんだと思います。いつもあ

りがとうございます。

６ 今のままで良い。

７ 毎週、立派な週報をありがとうございます。

・・・などなど

※ アンケートへのご協力と数々のご意見、あり
がとうございました。今後の参考とさせていただ
きます。

現時点での感想としては、まだまだ情報収集、
検討、議論の余地が 大いにあるなと思いまし
た。委員会内でこれからも検討を続け、最終的
にはクラブの総意でご決定いただけるよう報告
書をまとめられれば、と考えています。

また励ましのお言葉をくださった方々には、委
員会を代表し、この紙面をお借りしまして、お礼
申しあげます。私個人としてもとても嬉しく、今後
への励みとなりました。

会員の皆様及び事務局の方々には、今後とも
ご援助ご協力、よろしくお願いします。

（広報雑誌・会報委員会）


