
明神には黛敏郎氏・堂本印象氏等の歌碑が多く

立っておりました。その後、奈良県立万葉文化館

を訪問稲村館長、西川副館長を紹介頂き、丁度NHK

でもお馴染みの中島潔画伯の展示会が開催され

ており見学して、それから古代ロマンの世界（藤

原宮や飛鳥）を一望出来る甘樫丘に登りました。

そこには坂本先生の恩師犬養孝先生の歌碑が

立っておりました。あとは４月２２日（土）当日

が良い天気であることを望むばかりです。 

４月７日（火）は第３回目のゴルフ会が茨木カ

ンツリークラブ西コースで開催、天候にも恵ま

れ午後からは桜も開花し暖かい一日で、今回は

高松会員のご紹介にて桂文珍師匠に参加頂き花

を添えて頂きました。文珍師匠中々お上手で

ショートホール４ホール中３ホールワンオンさ

れ、ニアピン２個ゲットされました。優勝はベス

グロの箕村幹事でした、因みに私は２度目のB・

Bでした。楽しいゴルフ会有難う御座いました、

次回は６月６日（火）よみうりカントリークラブ

にて開催予定です。多くの皆様方の参加を期待

致しております。 

最後に米山記念奨学会から委嘱状が2通届き、

米山奨学生田園君の世話クラブとしての委嘱状

並びに上記奨学生のカウンセラーとして高良尚

志会員への委嘱状です、後程お渡し致します。高

良会員お世話になります宜しくお願い致しま

す。 

   ☆☆ ４月度の在籍表彰 ☆☆ 

  33ヵ年 金田 五郎  27ヵ年 岸本 良一 

  23ヵ年  在本 茂   23ヵ年 福原 哲晃  

  23ヵ年 中川 政照  22ヵ年 大矢 平治   

  21ヵ年 髙田 肇    3ヵ年 平尾 彰彦 

  1ヵ年 深田 博司  1ヵ年 今井 浩 

  1ヵ年 河田 惠昭 

 ☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆ 

  井戸 幹雄  箕村 保  中川 政照 

  坂本 一民        （以上敬称略）  

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

二週間ぶりの例会です、何か凄く長い間ご無

沙汰していた感じです。この二週間は殆どロー

タリーの行事もありませんでしたが、３月２８

日（火）に春の家族会の下見に今回“万葉の里”

を解説頂く高岡市万葉資料館館長（奈良女子大

学名誉教授）坂本信幸先生と荒木親睦活動委員

長、西浦職業奉仕委員長と私とで行って参りま

した。最初に昼食会場であります「福壽館」にて

“しゃぶしゃぶ”を試食、自ら牧場を持っている

だけに中々美味なお肉にて十分皆様方のお口に

も合うと思い安心致しました。食事後、三輪明神

大神神社（おおみわじんじゃ）を参拝、パワース

ポットとしても有名なだけに何かオーラを感じ

たのは私の気のせいだったのでしょうか？三輪

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2378回） 

２）ソング  四つのテスト 

３）卓 話 「わが社の昨今！！」 

            川原 和彦会員 

 

 

次週（４月２０日）のお知らせ 

１）例 会 （2379回） 

２）ソング  日も風も星も 

３）卓 話 「国際奉仕活動にかける想い」 

      大阪船場ロータリークラブ  

      パスト会長 澤田 宗久 様 

          木村 忠夫会員紹介 

４）第5回被選理事会 
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☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「春のRYLAセミナー」のご案内を本日お配りし

ております。 

② ロータリー囲碁同好会から台湾での「第18回

ロータリー国際囲碁大会」のご案内が届いて

おりますので掲示板に掲示しております。 

③ 「ロータリーの友」をお配りしております。併

せて4月号推奨記事のご紹介をお配りしてお

りますのでご覧ください。 

④ 「50周年記念誌用の会員写真撮影（次年度ロ

スターに兼用）のご案内」を本日お配りしてお

ります。予定日時の撮影がご無理な会員にお

かれましても3日間のいずれかの日に必ず写

真撮影下さいますようお願いいたします。 

⑤ 「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」

を本日お配りしております。次年度ロスター

の原稿になりますので必ずご確認をお願いい

たします。なお、ご訂正のない場合もOKとご記

入のうえ必ずご提出をお願いいたします。 

⑥ 4月20日開催の「新入会員インフォメーショ

ン」・「アフターインフォメーション」の出欠

のご返事を事務局までお願いいたします。 

⑦ 「春の家族会」の締め切りが本日ですので早

急に事務局までお願いいたします。 

⑧ 「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。 

⑨ 次々週例会終了後「第5回被選理事会」を開催

致します。本日ご案内させて頂いております

ので関係各位宜しくお願いいたします。 

☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

卓話 よろしくお願いします。 勝見 茂 

勝見さん今日の卓話宜しくお願い致します。 

 石田 道夫 

勝見さん卓話 業界代表でがんばって下さい。 

 井戸 幹雄 

勝見さん本日の卓話楽しみにしております！ 

 永田 秀次 

桜が咲いた時に新しい誕生日をむかえ、自分で

祝います。 西井 幾雄 

誕生日 自祝 箕村 保 

誕生日 自祝 54才になります!! 平尾 彰彦 

結婚記念日に綺麗な鉢植えを頂き、ありがとう

ございました。 松宮 清隆 

結婚記念日自祝 荒木 幾夫

第三回石田杯ゴルフに多くの会員が参加頂き有

難うございました。 石田 道夫 

第３回石田会長杯お疲れ様でした。 箕村 保 

第３回石田会長杯ゴルフ最下位でしたが、少し

良い事がありました。 中村 健輔 

石田杯では大変失礼いたしました。 中島 清治 

井戸さん 昨日はありがとうございました。 

 中村 修

久し振りです。 岸本 良一 

連続欠席を深くお詫び申し上げます。  

 松宮 清隆 

平成29年4月6日  合計金   66,000円 

          累計金 2,461,000円 

☆☆ 先週（4月 6日）の卓話         

「印刷業界を取り巻くアレコレ」 

勝見 茂 会員 

前回の卓話では「紙を使わないのが、エコ？」

と題しまして紙に関する話をさせていただきま

した。今回はそれに続く形で印刷業界を取り巻

く状況であったり、現在とこれからの技術のハ

ナシなどを統計数字や身近な事例でもって、わ

かりやすくお伝えしていこうと思います。皆さ

んのまわりにも新社会人の方がおられると思い

ますが弊社の新入社員3名はみな新聞を読んで

いません。実家暮らしですが家で新聞を取って

いないのです。発行部数・売上高ともにこの10年

間で約25%の減少です。書籍、雑誌などの出版印刷

の分野の推定販売金額も約33%の減少となってお

ります。ちなみに、書店店舗数も、この10年で約

25%の減少という実態があります。では、これらの

状況に対して、印刷業界内ではどのような動き

があるでしょうか？印刷発祥の国のドイツでは

インダストリー4.0がいわれています。製造業を

高度にデジタル化する事として、全ての機器を

インターネットにつなげて、機械同士や、機械と

人とが連携して動くことで、印刷業でしたら超

小ロット多品種（一人に一冊）のプロダクトを究

極の自動化（限りなくロボットで）工場で製造す

ることでコストを大幅に削減することを主眼に

置いた取り組みがデモされ始めています。今後

どう取り組んでいくべきか、頭の痛い毎日です。 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 58名 

国内ゲスト  １名 会員出席 44名(52名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 21名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席  8名 

4月6日の出席率 84.62％ 

5週間前（3月9日）の 

メークアップを含む出席率 86.79％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者10名) 

☆☆ 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 


