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前回前回前回前回の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  
 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  
 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  16名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<4 月 22 日の出席率 67.86％>  
Make up を含む 4/1 の出席率 92.00％ 

先週の例会前(14 日)に熊本で起きた大きな地震

がまさかの前震で、その後本震、余震と大きな地

震が熊本・大分を襲っており、大変な被害が出て

いる状況です。 

この被害に対し、地区から義援金を取りまとめ

て集める旨の通知が来ております。義援金の集金

期限が 5 月 6 日(金)となっており、次週・次々週

と 2 回連続で休会の当クラブとして、どのように

対応するか、本日例会終了後に臨時例会を開催し、

審議することと致しました。 

メンバーの皆様には、なんらかのご負担をお願

いすることになると思いますが、何卒よろしくお

願いいたします。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 5 月 13 日 第 1589 回例会 
青少年奉仕月間 

◎本日◎本日◎本日◎本日のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム    ◎次◎次◎次◎次週週週週((((5555 月月月月 20202020 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｢奉仕の理想｢奉仕の理想｢奉仕の理想♪♪♪♪    
･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    
････青少年奉仕委員会担当青少年奉仕委員会担当青少年奉仕委員会担当青少年奉仕委員会担当卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢児童養護施設を出た子ども達の児童養護施設を出た子ども達の児童養護施設を出た子ども達の児童養護施設を出た子ども達の““““明日への希明日への希明日への希明日への希
望”をつなぐ望”をつなぐ望”をつなぐ望”をつなぐ」」」」    
NPONPONPONPO 法人メリーミーズ代表理事法人メリーミーズ代表理事法人メリーミーズ代表理事法人メリーミーズ代表理事    藤原藤原藤原藤原    美奈氏美奈氏美奈氏美奈氏    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「花の歌花の歌花の歌花の歌」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    次年度次年度次年度次年度幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・次年度クラブ協議会を 5/27金曜日 13：40より

帝国ホテル 4 階水仙の間にて開催しますので、

各委員会出席義務者のご参加をお願いします。 

・第 2 回ノミニ－理事会を開催いたします。5/12

木曜日 18時より ANAクラウンプラザホテル 6

階の花梨にて行いますので次年度理事役員の皆

さまの出席よろしくお願いします。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ヤムナボディローリングヤムナボディローリングヤムナボディローリングヤムナボディローリング(YBR)(YBR)(YBR)(YBR)」」」」    

中村中村中村中村    不二不二不二不二会員会員会員会員    

････新旧合同新旧合同新旧合同新旧合同理事会理事会理事会理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    フランシスコ・フランシスコ・フランシスコ・フランシスコ・タレガタレガタレガタレガ「「「「アルハンブラアルハンブラアルハンブラアルハンブラのののの思い出思い出思い出思い出」」」」    

 

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    

日 時：2016年 4月 22日(金) 

審議議案： 

１．青少年奉仕委員会より別紙の通り、尼崎学園

事業の会費を 8,000円にする旨、承認。 

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・次週 4月 29日は祝日、5月 6日は休会の為、次

回例会は 5月 13日になります。 

・5月 2日と 6日、黒田職員が有給休暇を取る為、

事務局はお休みとなります。 

・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会    
委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

～～～～尼崎学園事業のご案内尼崎学園事業のご案内尼崎学園事業のご案内尼崎学園事業のご案内～～～～    

今年度最後の青少年奉仕委員会事業として尼崎

学園事業を 5月 28日(土)に実施します。 

本事業は園児たちに社会体験をさせてあげるこ

と、子供たちとロータリアンが楽しい時間を一緒

に過ごすことです。普段から様々な制約があり、

園や学校以外での経験値が少ない園児たちに、社

会体験を増やしてあげるためホテルでのフルコー

スの食事とテーブルマナー教室の開催、またパフ



長谷・・・中林会長、卓話楽しみです。 

鹿野・・・何もありませんが。 

小林・・・携帯電話みつかりました。岡田会員の

奥様はじめ皆様お世話になりました。

ありがとうございました。 

村上・・・卓話、笑顔で聞いてもらってありがと

うございました。 

西尾・・・連続欠席のおわび。 

岡田・・・先週欠席のお詫び。 

瀬尾・・・早退おわび。会長の演奏聞き逃し申し

訳ありません。 

｢｢｢｢将来の為に始めました将来の為に始めました将来の為に始めました将来の為に始めました    三線三線三線三線｣｣｣｣    
中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

先日の創立 33 周年記念例会の懇親会で披露さ

せていただきましたように、1 年と少し前から沖

縄の三線(さんしん)を習っています。以前から、

柔らかく癒される音色に漠然として憧れはありま

したが、社交ダンスを習っているカルチャースク

ールに沖縄唄三線のクラスがあり、無謀にも始め

ることとなりました。 

 左手で弦を押さえ、右手で弾き、目は楽譜(工工

四)を読み、声に出して唄う、という一度に四つの

事を行うので、老化防止にはもってこいの趣味で、

そろそろ始まった脳の衰えに対して｢活｣を入れる

のには、もってこいと考えています。 

 唐時代の中国大陸から沖縄(琉球)に伝来し、そ

の後沖縄(琉球)から本土の大阪に伝来しました

が、その地域で、蛇を神の使いとして奉っていた

ことと、本土には大きなニシキ蛇が少なかったこ

ともあり、蛇皮ではなく、猫や犬の皮を使用する

ようになり、それが三味線(しゃみせん)の原型だ

とされています。 

 習いだして感じたことは、音符である工工四(く

んくんしい)も漢字の羅列ですし、押さえるところ

は、左手の感覚で覚えなければなりませんので、

非常に難しそうですが、一度慣れてしまえば、案

外簡単に曲が弾けるものです。もし、興味のある

方がおられましたら、ぜひ一緒に習えたらと思い、

卓話の場でお話をさせていただくことにしまし

た。やってみたい方は、お気軽にお声がけ下さい。 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・5555 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        8888：：：：00000000 帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

春の親睦家族会 

   (和歌山) 

・・・・5555 月月月月 27272727 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢水仙の間｣) 

・・・・5555 月月月月 28282828 日日日日((((土土土土))))        11111111：：：：00000000 三田三田三田三田ホテル集合ホテル集合ホテル集合ホテル集合    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

尼崎学園事業 

   (三田ホテル) 

・・・・6666 月月月月 3333 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・6666 月月月月 10101010 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・6666 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

7月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

ォーマーによるバルーンアートイベントを提供し

ます。三田ホテルでのお食事だけのご参加でも結

構です。 

費用の面でも多くのロータリアンのご参加と、

応援していただけるご家族のご参加をお願いしま

す。メーキャップ事業となります。 

場所：三田ホテル 三田市けやき台 1-11 

(現地集合予定 食事は 11：30～13：30) 

バルーンアート体験 尼崎学園(14：00～15：30) 

会費：食事代として 8,000円 

※5月10日までに事務局宛てご回答をお願いいた

します。 

 

 

――――    前回前回前回前回の卓話の卓話の卓話の卓話    ――――    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥21212121,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,888832323232,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

・・・・ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会    
岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

第 4 回大阪大手前 RC ゴルフコンペの開催を 6

月 8 日(水)とご案内しておりましたが、6 月 1 日

(水)に変更しました。 

場所 池田カンツリー倶楽部 

日時 6月 1日(水) 9：30スタート 

会費 5,000円(予定) 

今年度最後の開催となりますので、ご家族も含め

て、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）山本依津子（23日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱        （1961） 

佐々木 裕  ささき歯科         （1987） 

中田 圭子  社会保険労務士法人 fulfill（2004） 

末永 京子  アーカス総合法律事務所 （2013） 

・10ヶ年皆出席表彰 

岡本 雄介 

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    


