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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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母 子 の 健 康 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次週（４月１３日）のお知らせ
１）例

（2377回）

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

４）卓

話

君が代・奉仕の理想
茂

「わが社の昨今！！」
川原

9日 箕村 保
14日 西井 幾雄

11日 平尾 彰彦
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告
会 長 報 告

和彦会員

会員

☆☆ ４月度のお誕生日 ☆☆

☆☆

四つのテスト

「印刷業界を取り巻くアレコレ」
勝見

＊＊

話

（2378回）

＊＊

☆☆

前二回の卓話が”健康“をテーマとしたもの
でしたが、残念乍ら又訃報が届きました。郡ガバ
ナー補佐の弟さんが逝去されました。確か私と
同年代だったと思います。葬儀は身内だけの家
族葬でされるそうですが、その後会社主催での
”偲ぶ会“を催されると伺っております。ご冥
福をお祈り申し上げます。季節の変わり目、三寒
四温と申す通り寒暖差の激しい毎日でございま
す、皆様くれぐれもお身体ご自愛下さいませ。
先日の台北陽明RC４０周年記
念の先方よりの贈り物を披露
させて頂きます。本当に素晴
らしい物です。
大切に事務局にて保管させて
頂きます。
先週１６日（木）例会日の夜、
恒例のビアフレンド会がアサ

ヒビアホールで開催されました。訪台等の行事
が重なり皆様お疲れだったのか？残念ながら１
３名の参加でした、是非来月は大勢の方のご参
加を期待致しております。
最後にタイのノンケームRCから腎臓透析機の
贈呈式を４月２６日（水）に執り行うと連絡が参
り、当方としましてはグローバルグランドの陽
明RCと打ち合わせて訪問するかを決めたいと思
います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①青少年交換派遣学生 永田秀成君から月例報
告が届いておりますので本日お配りしており
ます。なお、お写真を掲示板に掲示しておりま
すのでご覧ください。
②新入会員インフォメーションならびにアフ
ターインフォメーションのご案内を関係各位
に本日お配りしております。
③「春の家族会」出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
④「第3回 三世代クラブ有志合同懇親会」出欠
のご返事を事務局までお願いいたします。
⑤本日例会終了後 4月度定例理事会を10Ｆ
「平安
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。

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
58名
会員出席
40名(49名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
9名

⑥50周年記念誌及び次年度ロースター用各会員
の顔写真を4/13･20･27に撮影する予定です。詳
細は後日ご案内させて頂きます。よろしくお
願い致します。
⑦次週3月30日（木）
は定款により休会にさせて頂
きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
す。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

お世話になります。早退にて失礼致します。
佐賀県 有田ロータリークラブ 岩尾 慶一
本日の卓話よろしくお願いします。
結婚記念日自祝
在本 茂
小寺パスト会長のご冥福をお祈り致します。昨
年11月に鳴尾で橋本会長エレクトと一緒にゴル
フをさせて頂いた事が夢のようです。
中村 健輔
結婚記念日に美しい花を有難うございます。
お陰様で39年です。サンキューです。
石田 道夫
結婚記念日にきれいなお花ありがとうございま
した。
今井 浩
在本会員 エレキ演奏楽しみです。 石田 道夫
在本さん本日の卓話ありがとうございます。
井戸 幹雄
在本さん、大丈夫ですか？
南川 和茂
在本茂会員 久びさのエレキ、ベンチャーズの
ナツメロを楽しませて下さい！
中川 政照
在本会員 本日のギター卓話楽しみにしていま
す。
中村 健輔
在本さん、卓話頑張れ！
福原 哲晃
在本さん、楽しそうな卓話たのしみです。
山本 喬一
在本会員のエレキギター演奏楽しみにしていま
す。
橋本 守之
在本先輩のエレキギター演奏楽しみにしており
ます。イエ～イ！！
永田 秀次
在本先生、ギター楽しみにしております。
寺杣 晃一
在本さん本日卓話ガンバッテ下さい。
中村 修
在本さん 演奏楽しみにしています。 柳澤 興平
平成29年3月23日
合計金
64,000円
累計金 2,395,000円

）内は会員総数を基準とした値

3月23日の出席率
81.63％
4週間前（3月2日）の
メークアップを含む出席率 82.69％
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)

☆☆ 先週（3 月 23 日）の卓話
「エレキギターと私」
在本 茂 会員
ロースターには入会
時より趣味の欄にギ
ター、ゴルフと記載さ
せて戴いております。
ゴルフにつきまして
はゴルフ同好会に参
加させていただいて
おりますので、腕の方
は皆様もよくおわか
りのことと存じます。
これに対しましてギターの方はお話したこと
もございませんので今回は、これについてお話
しさせて戴きます。ギターの種類としてはガッ
トギター、アコースティックギター、セミアコー
スティックギター、ソリッドギター等の区分が
あるとともにクラシックギター、フォークギ
ター、エレキギター等の区分もあります。
最初に手にしたギターは高校の頃、同級生に
売られたピックギターというアコースティック
ギターでした。これで当時はウエスタンミュー
ジックをひいたりしていましたが、これは非常
に品物が悪くて高音部がすぐにひけなくなって
しまいました。
いわゆるポピュラー音楽に目ざめましたのは
中学の頃に、ラジオでいわゆるヒットパレード
を聞いてからです。当時アメリカのキャッシュ
ボックス誌のベスト100に興味を持ち、当時のポ
ピュラーソングのナンシーシナトラ、デルシャ
ノン、ジーンピットニー、ニールセダカ、ポール・
アンカ、リック・ネルソン、エルビスプレスリー
等を聞いておりました。
それが皆様御存知のビートルズがデビューし
たとたんにこちらにひかれ、高校2年頃にビート
ルズバンドを同級生と結成したわけですが、当
時はマイクも悪く日本人は歌が苦手でした。そ
こにやってきたのがベンチャーズです。これに
かぶれまして、高校3年の時に別のバンドを結成
したわけです。
昭和39年ごろ父親に2万円のエレキギター（ソ
リッド）と3万円のアンプを買ってもらいまし

冒頭、先日お亡くなりになられた小寺会員を
偲んで様々な思い出話に花が咲き、また途中、新
人会員のスピーチも頂き、会場は大いに盛り上
がりました。
最後は今期の追い込みや、50周年記念事業に
対する心意気も話され、非常に有意義な会とな
りました。
№5テーブルマスター 平尾 彰彦

た。買ってもらえなければギターが続けれたか
どうかわかりません。
そして、大学1，2年の時別府のホテルでバンド
のアルバイトを行うとともに、別府や神戸のダ
ンスパーティー等で演奏活動をしていました
が、大学3年のとき就職試験の勉強をするために
解散致しました。
その後は一人でたまにさわるという程度でし
たが、監査の仕事等の縁でデトロイトでフェン
ダーを買ったり、日本で昔買えなかったモズラ
イトを買ったりしていまして、
いつのまにか12本
所有してしまいました。
☆☆ №5.7テーブル情報集会 ☆☆

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
4月第2例会のお知らせ
日 時：4月16日（日）
【開 会】13：00
内 容：「大阪南RACとの合同例会」
ブラインドサッカーを行います
場所：FUT MESSE鶴見緑地
登録料：1,000円
登録先：幹事 小城ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：4月9日（日）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
中 華 弁 当
＜冷製＞
・海月の胡麻ソース
・海老の冷製、中華ドレッシング
・帆立貝の四川青山椒ソース
＜温製＞
・海老の炒め、葱生姜風味
・玉葱 焼売
・鶏肉のチリソース煮
・広東式炒飯
・牛肉と豆腐のとろみスープ
・コーヒー又は、紅茶

3月14日火曜日午後7時より、神戸元町「中国酒
家 トアロード店」にて、No5、7のテーブル情報集
会が開催されました。石田会長にも参加頂き、ま
た川原、髙橋、木川会員の飛び入り参加もあり、
総勢11名の出席となりました。
石田会長の挨拶、乾杯にて始まり、中華料理の
コース料理を堪能致しました。料理は、フカヒレ
の刺身に始まり、最後は炒飯を追加するなど、全
料理かなりの好評で、参加者全員お腹いっぱい
になりました。

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

座
橋本 ・ 高良 ・
（会長エレクト）（副会長）

席

表

卓話者

（２０１６～２０１７年度

石田

・

（会長）

箕村
（幹事）

◎テーブルマスター
テーブル
Ｎｏ．

会

員

・

４月～６月）

寺杣・

ＳＡＡ

（幹事エレクト）

○サブマスター

（ 敬称略 ）

名

Ｎｏ．１

◎永田・○梅本・北村・郡・中島・中野・福原・髙橋

Ｎｏ．２

◎山本・○在本・福井・坂本・重里・安田・寺井・二宮

Ｎｏ．３

◎木川・○廣畑・川本・衣斐・南川・西浦・髙田

Ｎｏ．４

◎中村（健）・○御木・鍬田・勝見・木村・岸本・山田

Ｎｏ．５

◎西井・○寺内・大矢・溝手・中村（修）・金田・松宮・髙松

Ｎｏ．６

◎坂東・○田邉・井戸・川原・中川・柳澤・平尾

Ｎｏ．７

◎宮里・○仲西・荒木・今井・深田・河田・末澤・森本

