
災の観点からいろいろな感性を働かせて、自助・
共助の備えをしなければならないと感じていま
す。と言ってもなかなか自分の身近なこととは
とらえにくく準備が進まないものですが、気象
庁のウエブサイトには地震についても詳しい
データが記載されていましてこれを見ると準備
の必要性をより実感できます。日本ではどこの
地域にも同じような地震が発生しても想定外で
はなさそうです。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 
① 「50周年記念事業のテーマ公募」を本日お配

りしております。 
② 「ロータリー用会員名刺作成のご案内」を本

日お配りしております。 
③ 「新年度ロスターの原稿」、訂正のある方は4

月28日（木）が締め切りですので早急にご提出
お願いします。なお、ご訂正のない場合もOKと
ご記入のうえ必ずご提出下さい。ご提出の無
い場合は本年度同様の内容で掲載させて頂き
ますのでご了承をお願い致します。 

④ №1・3テーブル、№2・4・5テーブル、№6・7テー
ブル情報集会 出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。 

⑤ 23日（土）「春の家族会」ご参加の方は9：25に
ヒルトン大阪ロビーにご集合下さい。 

 ☆ ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 
皆様、こんにちは。ビジターの皆様ようこそお

越しくださいました。 
先週の例会日、夜には新入会員歓迎会が開催

され多くの会員の皆様にご参加いただき有難う
ございました。今期はさらに3名の方が入会され
ていますので、再度歓迎会を開催される予定で
す。その夜遅く、九州熊本で大きな地震が発生し
ました。この時の地震は震度7だったもののマグ
ニチュードは６.５とそれほど甚大なものでは
ないように思われましたが16日未明には阪神淡
路震災と同等かそれ以上の地震が発生し大きな
被害が発生しています。専門家からは今までの
経験則にないことが発生したといわれています
が、あらためて地震の恐ろしさを感じています。
このたびの震災で犠牲になられた方、被災され
た方に心からお悔やみとお見舞いを申し上げま
す。 

ロータリーでも被災者支援のアクションがと
られると存じますが、地区内のクラブとともに
支援活動に参加したいと思います。 

想定外のことが起きるのが天災であり、想定
外という言葉は準備していない人の言い訳とも
いわれていますが、私たち自身も真剣に防災、減

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2336回） 

 

２）ソング 花 

 

３）卓 話 「今、私が取り組んでいる事」 

           髙橋 俊起 会員 

 

４）5月度定例理事会 

 

次々週（５月１２日）のお知らせ 

１）例 会 （2337回） 
２）国旗およびロータリー旗に礼 
３）ソング 君が代・奉仕の理想 
４）卓 話 青少年奉仕月間記念卓話 
 一般財団法人 大阪市青少年活動協会    
     「こども青少年とともに40年」 
         事業部長 三保 洋士様 
     「子どもと仲間との出会い」 
  ボランティアスタッフ 田中 しずか様 
     「人との関わりで成長する」 
  ボランティアスタッフ 渡嘉敷 求 様 

青少年奉仕委員会 
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⑥ 本日例会終了後 第5回被選理事会を10Ｆ「京都
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。 

⑦ 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。 

⑧ 次々週5月5日（子どもの日）は定款により休会
とさせて頂きます。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の卓話よろしく！    高松 貞彦 
先日は新入歓迎会本当にありがとうございまし
た。        宮里 修一 
先日の新入歓迎会本当に有難うございました。
        柳澤 興平 
結婚記念日自祝55回目です。  井戸 幹雄 
結婚記念日自祝（金婚式を迎えました)  
        大矢 平治 
山本会長、美しいアジサイの花有難うございま
した。41年目の結婚記念日です。 中村 健輔 
21カ年在籍表彰自祝    大矢 平治 
結婚記念日自祝     寺内 清視 
結婚記念日自祝     中島 清治 
結婚記念日自祝     勝見 茂 
連続欠席のお詫び     大矢 平治 
平成28年4月21日  合計金   63,000円 
          累計金  2,648,000円 

☆☆ 先週（4 月 21 日）の卓話 ☆☆ 

「 最近の航空機事故に思う」 
高松貞彦会員 

 航空機には機種・型式によって最大離陸
重量・最大着陸重量がそれぞれの飛行規定
にその限界値が規定されています。例え重
量が数値上、規定値内であったとしても、
ウェイトアンドバランスに関わる重心位置
の計算は各搭載物種目ごとの重量にそれぞ
れのアームを掛けてモーメントを計算し、
その合計を総掲載重量で割った数値が重心
位置となります。この重心位置が規定の重
心位置より前方に位置する場合を前方限界
値（トップヘビー）、その反対を後方限界
値（テールヘビー）と言います。この重心
値が規定されている限界を越している場
合、主に離着陸時に於ける飛行特性に著し
く悪影響を及ぼすものであります。航空機
には車の様にランダムにいくらでも物品を
搭載できるものではありません。1977年ア
ンカレジ空港で起こされた日航貨物便の
テールヘビーによる事故。過日調布空港で
起こされた最大離陸重量オーバーによる事
故等があります。 

－－春の家族会報告－－ 

 ご家族１２名、会員２１名、米山(現・
元)奨学生２名、事務局１名の３６名で、４
月２３日午前９時半にヒルトン大阪を出発
して黄檗山萬福寺に参拝し、普茶料理を頂
いた後、平等院を拝観し平等院参道や宇治
川周辺の散策を行いました。 
 明（中国）様式の禅寺である萬福寺につ
きましては、宇治市のボランティアガイド
さん２名に、他の禅寺とは異なる特徴を中
心に丁寧な説明を聞くことができ、また米
山(現・元)奨学生の中国寺院のお話しも交
えて、大変興味深く拝観して頂けたのでは
ないかと思います。 
 萬福寺の普茶料理は、薄味で低カロリー
のヘルシーな料理で、もどき料理を含めて
どのような素材なのか楽しみながらお召し
上がり頂けたものと思います。 
 平等院は、遠足以来という方も含めて、
これまでに来られた方が多かったようです
が、ミュージアムにおける展示により、以
前は見られなかった様々な展示物を間近に
見学して頂くことができ、境内では、この
季節だけの藤棚の藤の花もご覧頂くことが
できました。また、平等院参道のお店や宇
治川周辺の散策もお楽しみ頂けたものと思
います。 
 行き届かない点も多々あったかと思いま
すが、お天気にも恵まれ、多数の皆様のご
参加により、にぎやかに楽しく家族会を行
うことができました。ご協力に心よりお礼
申し上げます。 

親睦活動委員会 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

ハ ヤ シ ラ イ ス 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ４名 会員総数 59名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 43名(53名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 10名 

4月21日の出席率 81.13% 

４週間前（3月31日）の 

メークアップを含む出席率 89.58% 

メークアップ実施会員     1名（欠席者6名) 


