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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か 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
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次々週（５月８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

（2245回）

１）例

朧月夜

２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓

話 「美味しい話 Part 2」
中村 修会員
４）5月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆さんこんにちは、ミズーリ州からおこしく
ださいました国際ロータリー6080地区青少年交
換委員長ミセス・キット・フローデンバーグさん
ようこそおいで下さいました。彼女は当ロータ
リークラブ2011‐12年度青少年交換派遣学生 長
谷川さあやさんの交換引き受け元での責任者の
方でいらっしゃいます。後程一言お願いいたし
ます。ゲストの皆様、ビジターの皆様ようこそい
らっしゃいました。どうぞごゆっくりおすごし
いただきたいと思います。
さて火曜日には昨年10月22日より半年ぶりに
ゴルフ同好会のゴルフコンペが大宝塚ゴルフク
ラブで開催されました。大宝塚ゴルフクラブは
長尾山の頂上ですので少し寒く、盛りをすぎた
とはいえまだまだ桜を楽しむことができまし
た。よく晴れた絶好のコンディションのもと3年
以内の若手会員5人を含む総勢20名の参加者のも
とに技を競いあい箕村会員の連続優勝となりま
した。順位上は田邉会員が1位でございました
が、初参加は繰り下げというルールが適用され
たわけでございます。しかし箕村会員も初参加
のときは同じように北村会員に優勝を譲りまし
たので前の貸しを返してもらったというところ
でしょうか。

会

３）ソング
４）卓

（2246回）
君が代・奉仕の理想

話 「印刷業界の未来」
西井 幾雄会員

次回は大がとれまして宝塚ゴルフクラブで6
月10日に行われる予定です。
またたくさんの方の
Attendを期待致しております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①2014-15年度「少年少女ニコニコキャンプ」のご
案内が届いておりますので本日お配りしてお
ります。参加ご希望の方は事務局までお申し
出ください。
②本日例会終了後3Ｆ「アンバー」にて第5回被選
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。
③次週例会終了後5月度定例理事会が開催され
ます。本日ご案内をお配りしていますので関
係各位よろしくお願いいたします。
④次々週5月1日は定款により休会とさせて頂き
ます。なお、事務局もお休みにさせて頂きま
す。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

お世話になります。西村様スピーチたのしみに
おしかけました。
京都東山RC 松下 明史
本日の西村三津雄様の卓話よろしくお願いしま
す。
溝手 悟
①キットさん来日を歓迎して
②ライラの登録へのご協力ありがとうございま
した。
ガバナー事務所 栗正 久美

☆☆ 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
５名
０名
２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(59名)
24名
12名

Wellcome Kit-san! Anne-san! PLEASE ENJOY
OSAKA!
徳岡 昭七郎
RI6080地区キット青少年交換委員長を歓迎して
山本 喬一
ミズーリから来訪されたKITとANNEをご紹介しま
す。氏は青少年にご尽力いただいております。
木村 忠夫
ガバナー主催のライラ緊急支援の要請に応え予
想以上の協力登録を頂き当クラブの評価を上げ
ることができ、嬉しく思います。 重里 國麿
6ヶ月皆出席自祝。感謝健康
重里 國麿
19ヶ年在籍自祝
大矢 平治
在本会長、テンドロビュームの素晴らしい花を
贈って頂き有難う御座います。結婚記念日自祝
中村 健輔
結婚記念日自祝
中島 清治
52回目結婚記念日自祝
井戸 幹雄
結婚記念日自祝
寺内 清視
結婚記念日自祝
大矢 平治
在本杯お疲れ様でした。繰上げ優勝、田邊会員
ありがとうございました。
箕村 保
馬が当たってニコニコ
井戸 幹雄
平成26年4月17日

合計金

86,000円

）内は会員総数を基準とした値

4月17日の出席率
79.66％
４週間前（3月27日）の
メークアップを含む出席率 81.36％
メークアップ実施会員
2名（欠席者13名)
街の景観には各地景観条例に基づき容積比な
どに律速して色彩の彩度配慮が必要で、コン
ピューターによるカラーシミュレーション手法
などを用いて色彩設計がされています。公共施
設や住宅などでも、高齢化などにも伴う弱視者
対策として、色の見え方を配慮したカラーユニ
バーサルデザインの適用も進んで来ています。
また、照明光源によって色の見え方が異なる
ことなども踏まえて、塗料による塗装の配色を
考えていく必要もあります。

6080地区Kit青少年交換委員長とのバナー交換

累計金 2,153,270円

☆☆ 先週（4 月 17 日）の卓話 ☆☆

トマトガスパチョと海老のセビチェ、
バジルのペースト
ハーブ・ローストチキンとスパイス・キャロッ
ト、新玉ねぎとポテトのコンフィ
キャラメリゼ、アップルタルトとシャーベット
とシードル・サバイヨン
コーヒー
朧月夜（おぼろづきよ）

作曲：岡野貞一

作詞：高野辰之

菜の花畠に 入り日薄れ

見わたす山の端 霞ふかし

春風そよふく 空を見れば

夕月かかりて におい淡し

里わの火影も 森の色も

田中の小路を たどる人も

蛙のなくねも かねの音も

さながら霞める 朧月夜

「塗料･塗装による機能と色彩の活用魅力」
塗装 コンサル・サポート 西村 三津雄様
溝手 悟会員紹介
塗料は化粧品・画材・インキなどと同じ「色材」
といわれる仲間で、特に樹脂成分含有が高いこ
とから、屋外での耐久性や素材との密着性など
に優れています。塗料は「保護・美観・機能」の
3 つ役割を持ち、
多くの用途で魅力ある商品づく
りに寄与し、塗装されて塗膜となって初めてそ
の製品価値を発揮しています。
身近な住宅廻りでも色んな所に塗装されてい
ますが、特に「遮熱塗料」は地球温暖化対策とし
て注目され、屋根や壁面などに適用され、その遮
熱機能は明度に依存する色彩効果と繋がってい
て、建築関係だけでなく、工業用途などでも活用
されています。雨垂れ汚染や落書き防止におい
ても親水や撥水の機能を駆使して性能を発揮し
ています。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

