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会員増強および拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2121回）

次々週（８月１８日）のお知らせ
１）例

会

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

３）卓

君が代・奉仕の理想

話

（2122回）
夕日
会員増強および拡大月間記念卓話
「 会員増強および研修 」

４）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

会員強化委員会

☆☆ 佐藤

俊一ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
2002～04年度 ロータリー財団奨学金学友
委員会委員長
2005～08年度 地区財団委員会委員長
2010年 GSE団長としてテキサス訪問
2011年

IM第６組実行委員長

☆☆

8月度のお誕生日

4日 内田 国雄
15日 寺井 種伯

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第6組担当
さとう

としかず

佐藤

俊一

ガバナー補佐

プロフィール
【生年月日】 1940年2月21日
【職 業】

歯科医

【ロータリー歴】
1984年 大阪鶴見ＲＣチャーターメンバー
1993～94年度 会長
1994～96年度 地区青少年交換委員会委員
1997～01年度 地区国際親善奨学生委員会
委員及び副委員長
1998年 春のライラ実行委員長

＊＊

☆☆

7日 重里 國麿
28日 末澤 正大

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

みなさん今日は。日本を代表します天神祭り
も盛大に行われ、いよいよ夏本番です。
来訪ロータリアンの皆様お暑い中ようこそお
いらっしゃいました。どうぞごゆっくりとお過
ごし下さい。
本日は石田会員のご紹介で、小唄龍田会の龍
田金都美師匠、龍田染紀代師匠、そして師匠のお
弟子で、小澤会員の奥様と浪崎清美様がいらっ
しゃております。後ほど小唄の奥深さをご教授
してくださいますこと感謝申し上げます。
また、青少年交換学生の長谷川さあやさんと
お母様、そして米山奨学生の厳 暁全(げん・
ぎょうぜん)さんようこそいらっしゃいました。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

２名
７名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

67名
47名(60名)
21名
13名

７月２２日大阪大手前ロータリークラブの例
会に、私と川原会長エレクト、中島（豊）幹事、
永田幹事エレクトの４人で表敬訪問して参りま
した。
また先週アサヒスーパードライで、当クラブ
のビアフレンド会が開催され、２３人もの大勢
の会員に参加をいただきました。当日は満室で
いつもの個室がとれず皆様にお知らせ出来な
かったので今日ご報告しますが今後のビアフレ
ンド会の代表幹事に浅井副会長、幹事に中村修
会員、世話人に中川パスト会長、郡パスト会長に
決まりましたのでよろしくお願いします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪そねざきロータリークラブから例会の受
付開始時間が11：30～（現行12：00～）お食事
は12：00開始への変更のご連絡がございまし
た。12：30からのお食事も可能です。なお例会
は12：30点鐘・13：30閉会で変わりありませ
ん。
②台北陽明ＲＣのメンバーをお迎えしてのウエ
ルカムパーティーを8月3日（水）に開催させて
頂きます。本日ご案内をさせて頂いておりま
すのでご参加頂けます会員は早急に事務局ま
で出欠のご返事をお願い致します。
③青少年交換来日学生 マディさんのウエルカ
ムパーティーのご案内を本日お配りしており
ます。多数のご参加をお願いいたします。
④「クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）」出欠の
ご返事がまだの方は事務局までお願いいたし
ます。なお、各委員長は7月7日にお配りしてい
ます年次計画書を必ずご持参いただきますよ
うお願いいたします。
⑤「2011～12年度上半期会費のご案内」をさせて
いただいております。お振込みよろしくお願
いいたします。
⑥№4.6テーブル情報集会、№1.2.7テーブル情報
集会の出欠のご返事がまだの方は事務局まで
お願いいたします。
⑦本日18：00より№3.5.8テーブル情報集会が
「割烹 石和川」にて開催されます。関係各位
よろしくお願いいたします。
⑧本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日卓話、龍田金都美師匠、龍田染紀代師匠を
宜しくお願い申し上げます。
石田 道夫

）内は会員総数を基準とした値

7月28日の出席率
78.33％
４週間前（7月7日）の
メークアップを含む出席率 85.48％
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)
龍田金都美師匠、龍田染紀代師匠ご苦労様で
す。
川本 浩
久し振りです。体調回復につとめます。
小寺 一矢
金都美師匠、本日の小唄楽しく聴かせていただ
きます。
福原 哲晃
中村直前会長、先日はありがとうございまし
た。
中島 康之
平成23年7月28日

合計金

33,000円

累計金

380,000円

☆☆ 先週（7 月 28 日）の卓話 ☆☆
「 小 唄 と は 」
龍田 金都美様
石田

龍田 染紀代様
道夫会員紹介

小唄は正しくは「江戸小唄」と言います。三絃
（三味線）本位の曲で、唄を従として、三絃六分・
唄四分。三絃は爪弾きで前弾きを少なくして、後
弾きで余情を出し、唄に粋でいなせな江戸趣味
を盛り込んで唄い軽妙で色気と乙を大切にしま
す。
この江戸小唄は安政年間（１８５５～５９）清
元お葉によって創始され、二世清元斎兵衛・二世
清元順三等の清元節に属する太夫三味線弾きが
余技として作詞・作曲したもので、現代に唄い伝
えられている名曲が多数あります。その後、明治
維新を経て明治中期にかけて「江戸小唄」は完成
されていきます。
清元お葉に「江戸小唄」を伝えられている芸妓
衆がお座敷で唄う小唄は人々の心を捉え花街に
広まっていき、座敷で遊ぶ人達自らが唄って楽
しみたいと芸妓衆に教えを請うようになり、明
治３０年代にかけ江戸小唄は大流行となりま
す。関西に江戸小唄が拡まるのは関東大震災（大
正１２年９月）以降です。
昭和３０年代小唄は大流行しますが、カラオ
ケ時代の昨今小唄を稽古する人達が年々減少す
るのは残念です。小唄は難しいものではありま
せん、昔なっかしい景色や風景、四季折々の日常
を唄った「江戸小唄」是非この機会に小唄に触れ
てみては如何でしょうか！

☆☆ ＮＯ３・５・８情報集会 ☆☆
新地上通りの割烹石和川において28日（木）
№3・5・8番のテーブル情報集会が行われました。
石和川の奥の座敷を占有して、二宮会長の御
挨拶のあと、川本会員に乾杯の音頭をとってい
ただき賑やかに会が始まりました。石和川の和
食とお酒を楽しみ、一段落のあと本年度最初の
テーブル情報集会ということで、二宮会長を励
ます言葉を全員でということで一人一人スピー
チを行い、宴の終わりには川原会長エレクトよ
り締めの言葉を戴き大いに盛り上がった会も残
念ながら終会となりました。
出席者 二宮会長、川原エレクト、浅井副会長、
中島（豊）幹事、衣斐、重里、川本、
小寺、永田、中川、中野、中村（健）、
中村（修）、成松、西浦、在本、石田、
奥、事務局3名

龍田 金都美師匠 龍田 染紀代師匠

☆ 青少年交換派遣学生挨拶 ☆
大阪天満橋ロータリークラブ青少年交換派遣
学生の長谷川さあやさんが、８月８日にアメリ
カのミズーリ州へ向けて大阪国際空港（伊丹空
港）から成田国際空港を経由してアメリカへ出
発します。出国直前の挨拶をされるため例会に
来られました。
ＩＭ２６６０地区並びに当クラブへの感謝の
気持ちと青少年交換学生としての意気込みを話
されました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冷製グリーンピーススープ
・チキン、ポテト、豆腐のハンバーガーステー
キ、和風卸ソース
・パイナップルとラズベリーのサラダ、ココナッ
ツライムシャーベット添え
・ライス
・コーヒー

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

日本のロータリーの歩み
1920 日本最初のロータリークラブとして、東京ロータリークラブが誕生。
1923 関東大震災に対し、国際ロータリーならびに海外のクラブから多額の見舞金が届く。
1926 大阪で第１回日本ロータリークラブ連合懇親会が開催される。
1928 日本に第70 区設定（満州を含む）、初代ガバナーに米山梅吉氏が就任する。
1929

京都で、第１回第70 区大会が開催される。

1935 ポール・ハリス夫妻が、1934 － 35 年度ロバート・ヒル国際ロータリー会長とともに来
日する。
1940 臨時総会で、国際ロータリー脱退を決議。
1946 米山梅吉氏、福島喜三次氏逝去。
1949 ジョージ・ミーンズ事務総長来日。日本の国際ロータリー復帰が承認される。
1951 海外からのロータリー財団奨学生第１号ビュートー君が、東京大学に入学。
1952 ７月から第60 区を分割。第60 区と第61 区の２地区となる。
1953 『ロータリーの友』が創刊。
1961

東京国際大会が開催され、参加74 か国、２万3,366 人を数え、新記録をつくる。

1968

7 月、東ヶ崎潔氏が国際ロータリー会長に就任する。

1978 東京国際大会が開催され、参加国95 か国、3万9,834 人を数え、新記録をつくる。
1980 『ロータリーの友』が、公式地域雑誌に指定される。
1981 国際ロータリー事務局日本支局（現国際ロータリー日本事務局）が開設される。
1982 ７月、向笠廣次氏が、国際ロータリー会長に就任する。
1986 日本の会員数が10 万人を突破する。
1988 広島で第4 回ロータリー平和会議が開催される。
1989 女性会員の入会が認められる。第2500 地区・北海道清水（現、清水ＲＣ）に日本初の女
性会員が入会する。
1995 阪神・淡路大震災が起こり、国内外から多くの救援物資が届く。
1996 元ロータリー財団親善奨学生の緒方貞子氏が、ロータリー国際理解賞を受賞する。
2002 平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー・センターが、国際
基督教大学に設立される。
2004 日本で３回目の国際大会が、大阪で開催される。
2011 東日本大震災が起こりＲＩはじめ国内外ＲＣの復興プロジェクトが始まると共に,義援
金が国内外から届く。

