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2016-2017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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水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2373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 「職業奉仕に因んで」
地区職業奉仕委員会
副委員長 北村 讓 様
職業奉仕委員会

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
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（以上敬称略）
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

2月16日（木）AM11時より５０周年実行委員会の
総務・会計部会が開催され、在本部会長の下、各
案件の担当割り振りが行われ、案内状・パンフ
レット・挨拶依頼状等の作成及び表彰状・目録の
作成を勝見委員が担当し、事前案内を７～８月
に行ってパンフレットは作成せずにプログラム
にて当日配布とする。予算・決算及び帳票の作成
は箕村委員が担当し予算案の作成を３月中旬ま
でに各部会より予算書を提出して頂き予算案を
3月23日（木）の部会長会議で検討する。
金銭の出納の管理は在本部会長、梅本委員、箕
村委員が担当し、５０周年実行委員会名義の口
座を開設する。又各部会の支出費用は出金依頼
書で管理し各部会長が月末に纏めて請求などが
決められました。
当日の夜はビアフレンド会と情報集会（２，
３，４）とが合同開催されました。ビアフレンド

次週（３月９日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2374回）
ロータリー讃歌
「病気の化学」
（老化・アルツハイマー・痛風）
日本分析化学専門学校
専任講師・博士（学術）
宮道 隆
様
重里 国麿会員紹介
健 康 委 員 会

と情報集会の合同開催は如何なものかとも思い
ましたが、視点を変えて考えますと今迄ビアフ
レンドに参加されていない会員に知って頂き、
今後参加して頂ける可能性があるのではと思い
ました。しかし今回の２，３，４テーブルは欠席
の多い会員が多く含まれており、その効果は薄
かったのが残念でした。
2月17日（金）次年度理事・役員懇親会が芝苑
にて開催、橋本丸の出航が愈々迫って来たなぁ
と感じました。若手・中堅の会員も参加して頂
き、５０周年の後の世代交代が徐々に進んで来
ていると思いましたし、今後の若返りを図る為
にも会員増強を更に推し進めねばと痛感致しま
した。其の為のツールとしての当クラブのパン
フレットの作成を急がねばと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 3・4月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
②東大阪中央ＲＣから「中島常幸プロ チャリ
ティー ディナー＆トークショー」のご案内が
届いております。詳細につきましては掲示板
のパンフレットをご覧ください。
③№5・7テーブル情報集会ご案内お配りしてお
ります。
④2月27日（月）0：00～5：00まで大阪駅前第1ビ

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
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ル全館が停電になります。それに伴い事務局
FAXは24日（金）退局時より不通となります。
⑤「2017-18年度版ロータリー手帳」ご希望のか
たは本日中に申込用紙を事務局にご提出お願
いいたします。
⑥「天満宮観梅の会」出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
⑦下半期の会費のご請求をさせていただいてお
りますのでよろしくお願いいたします。
⑧№1・6テーブル情報集会が本日18：00から石鍋
料理「健」にて開催されます。
⑨次週例会前11：00～臨時被選理事会を4Ｆ「銀
河の間」にて開催いたします。
⑩本日例会終了後 3月度定例理事会を10Ｆ
「平安
の間」にて開催致します。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日、卓話です。宜しくお願いします。
平尾 彰彦
結婚記念日にべコニヤの花有難う。
花言葉は①片思い②愛の告白③幸福な日々 と
ありますが「幸福な日々」でなく「片思い」を
頂きます。
重里 國麿
平尾さん 本日の卓話、もちろんためになりま
すよね！楽しみにしています。
仲西 良浩
箕村 保
宮里 修一
SAAのホープ平尾 彰彦会員の卓話をSAA一同で楽
しみに期待をしております。
SAA 一同
平成29年 2月23日

合計金

26,000円

累計金 2,081,000円

☆☆ 先週（2 月 23 日）の卓話
「あまり知られていない保険の話」
平尾 彰彦会員
一般的な、生命保険や損害保険は、皆さんの
日々の生活でもよく接しておられると思います
ので、本日はあまり知られてないマニアックな
保険をご紹介したいと思います。
生命保険と損害保険の違いは、生命保険が死
亡などの際に事前に約束した金額を給付する
「定額給付」であるのに対し、損害保険は事故や
災害によって被った損害分だけを補償する「実
損てん補」であるという点です。
また、生命保険の多くが10年、20年と掛け続け
る長期継続型であるのに対し、損害保険のほと
んどは期間を設定し契約を更新します。なかに

）内は会員総数を基準とした値

2月23日の出席率
77.36％
4週間前（2月2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
2名（欠席者7名)
は、旅行保険のように旅行の期間だけというも
のもあります。
損保分野では、自動車保険は、乗る時だけ加入
できる保険が発売されています。息子が最近免
許を取ったけど車は、親の車をたまに運転する
だけなどという人には最適です。簡単にスマホ
で加入でき、費用も一日500円と財布にも優しい。
最近は若者のマイカー離れ等で、ニーズが高
まって来ています。
生保分野でも、変わった医療保険が。支払った
保険料が途中で全額戻ってきて、保障は一生涯
続くといった医療保険が発売されています。支
払った保険料が戻された後も、入院したら日額
いくらという保障が、保険料の支払いなしに一
生涯続くのです。掛け捨ての保険は嫌だという
方には、最適ですね。
あまり知られていない保険でも、詳しく知っ
てニーズに合わせて利用すれば、使い勝手の良
い保険になりうるのです。

－－ No.1・6 テーブル情報集会－－
2月23日18時より、堂島にある石鍋料理「健」で
１，６テーブルの情報集会が開催されました。石
田会長、箕村幹事、橋本会長エレクト、井戸50周
年記念事業実行委員会委員長をはじめ会員15名
で和やか雰囲気の中で始まり、台湾石鍋のコー
ス料理をいただきました。料理は概ね好評で、ど
の世代でも美味しく頂ける内容のものでした。
この日は事務局の大保さんのお誕生日、山田会
員の粋な計らいのサプライズ演出で、お馴染み
の誕生日ソングとケーキでお祝をしました。続
いて参加者が順次近況報告をして、気が付けば
大幅な時間超
過。楽しい一夜
となりました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
中華卵白入りコーンスープ
ビーフコロッケ、デミグラスソース、コール
スロー、マカロニサラダ、トマト、胡瓜
豆乳パンナコッタ、きな粉モンブラン仕立て
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

