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2015-2016年度RIテーマ

＜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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ロータリー親睦活動月間
次週（６月９日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2340回）

会

（2341回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング 日も風も星も

３）ソング 君が代・奉仕の理想

３）クラブ協議会（新旧合同）

４）卓

話 「上方落語の楽しみ方」
天満天神繁昌亭 支配人 恩田

雅和 様

社会奉仕委員会

☆☆ ６月度のお誕生日 ☆☆
2日 溝手 悟

19日 保倉 賢造
（以上敬称略）

☆ ＊＊ 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。
本日より先進国主要会議・伊勢志摩サミット
が開催されていまして日本全国でテロに備え警
備が強化されています。日本が議長国として無
事に且つ実りある成果でこの会議を終えること
を祈っています。
5月22日にはローターアクトクラブの地区大
会が開催され、大阪天満橋RACは２年連続で最優
秀クラブ賞を受賞し、仲西委員長はロータリー
クラブ部門で第１位となり表彰受けられした。
ローターアクトクラブの皆様、委員会の皆様、お
めでとうございます。
また、先週の土曜日20日には、地区主催の規定
審議会報告会とIM再編に関する説明会が開催さ
れ、石田会長エレクトと箕村幹事エレクトとと
もに参加してまいりました。また午後には地区
の青少年部門の委員長会があり次年度青少年部
門担当理事の勝見会員が参加されました。さら

に24日にはIM第6組の新旧会長幹事会「睦輪会」
が、大阪天満橋RCがホストをして開催されまし
た。お世話いただきました永田会員、梅本会員、
寺杣会員、事務局大保さん、どうも有り難うござ
いました。
規定審議会の報告では例会の回数や入会金な
ど多くの変更が決議されたとのことですが、ク
ラブの裁量が任されていまして当クラブとして
どのように対処するか今後の検討課題となりま
す。
また、現在8組あるIMですが会員数やクラブ数
の差が大きくあます。これを解消すると共に、現
在は市内と郊外クラブ分かれている編成を発足
当初の市内・郊外混成として、2組を減らして6組
のIMに再編成する案が示されました。当クラブ
は、大阪、大手前、中之島とともに、平野、城南、
ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ、咲州、天王寺、帝塚山、東南の現8組の
7クラブといっしょになり新6組（11クラブ）とな
ります。実施を2年後の2018-19年度とするために
今年の９月最終決定される予定です。
２点報告事項があります。
１.公益財団法人 ロータリー日本財団より勝見
茂会員・箕村 保会員・中島清治会員・仲西良
浩会員にポール・ハリス・フェローの認証状と

☆☆ 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

１名
０名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
48名(55名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
7名

ピン、寺井種伯会員にマルチプル・ポール・ハ
リス・フェロー・ピン、が届いて おりますの
で後程お渡し致します。
２.公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り中島清治会員に第1回米山功労者の感謝状
在本 茂会員・川原和彦会員・大矢平治会員
・小澤 満会員・髙田 肇会員に米山功労者
マルチプルの感謝状が届いておりますので後
程お渡し致します

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①地区より青少年交換プログラム「2017-18年度
派遣学生募集要項の案内」が届きましたので
本日配布させて頂いております。なお、応募期
限は8月31日（水）となっておりますが派遣学
生につきましてはクラブでの選考が必要です
ので7月28日（木）までには必ずクラブにお申
込みください。
②「2016-17年度 ロータリー手帳」を必要とご
返事頂いておりました方々にお配りしており
ます。
③クラブ協議会（新旧合同）のご案内を本日お配
りしております。出欠のご返事ならびに本年
度委員長各位は活動報告書のご提出をお願い
いたします。
④先週配布させていただきました次年度年次計
画書の原稿、訂正のご連絡がない委員会はお
配りしました内容で掲載させて頂きます。
⑤本日18：00～№1・3テーブル情報集会がヒルト
ン大阪「源氏」にて開催されます。関係各位宜
しくお願いいたします。
⑥本日例会終了後 6月度定例理事会（新旧合同）
が10F「平安の間」にて開催されます。関係各
位よろしくお願いいたします。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話 よろしくお願い致します。
高良 尚志
高良さん 卓話がんばって下さい。 井戸 幹雄
結婚５７年の記念日に美しいお花を頂きまし
た。ありがとうございました。
坂本 一民
結婚記念日自祝
衣斐 孝雄
今年一番の夫婦ゲンカのまっただ中、お花が届
き、仲直りできました。最高のタイミングにき
れいなお花 ありがとうございました！
田邉 三郎

）内は会員総数を基準とした値

5月26日の出席率
87.27%
５週間前（4月28日）の
メークアップを含む出席率 90.91%
メークアップ実施会員
7名（欠席者12名)
今日は南川さんから結構なものを頂きまして
坂本 一民
連続欠席のおわび
勝見 茂
平成28年5月26日

合計金

33,000円

累計金 2,877,000円

☆☆ 先週（5 月 26 日）の卓話 ☆☆
「ボールペン」の誕生と特許
高良 尚志 様
ハンガリーで新聞の編集を行っていたBiroが
ボールペンの発明者で、今でもボールペンがア
ルゼンチンではBiromeと呼ばれ、イギリス及びそ
の他数カ国ではBiro(バイロ)と呼ばれています。
Biro自身のボールペンは商業的には大きな成功
とはなりませんでしたが、取得していた特許に
ついては他の会社にライセンスされました。
その後、アメリカのReynoldsのボールペンが商
業的成功を収め、アメリカではボールペンブー
ムが巻き起こりましたが、1950年代初頭にはおさ
まりました。ボールペンにはまだ様々な問題点
があったからです。Reynoldsの会社も倒産しまし
た。
ボールペンが本当に消費者に受け入れられる
には、書き味がよく、早く乾き、かすれず、消え
ず、インク漏れのないものが開発される必要が
ありました。1950年代にこれに応えた会社が、
Paper Mate、Parker、BICなどです。
回転するボールによりインクを引き出しな
がら紙に転写するというBiroのボールペンのア
イデアを実用性の高い筆記具として完成させる
のは、容易ではありませんでしたが、その後、
ボールペンは世界中で手軽に使われる筆記具と
して広まり、更に、改良が進められ、現在の品質
の高いボールペンに繋がってます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鯛のカルパッチョ、チアシード入りトマト
ヴィネグレット、ムスクラングリーン
牛フィレ肉のロースト、うすいえんどうのコ
ロッケ、茸入りマデラソース
桃のカッサータ、ベリーソース
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

