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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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青 少 年 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（５月１８日）のお知らせ

１）例 会 （2382回）
１）例 会 （2381回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
２）ソング
ロータリー讃歌
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 ３）卓 話
「新入生が受ける最初で最後の私の講義」
「子どもとともに成長するキャンプ」
～なぜ大学で勉強するのか～
ボランティアスタッフ 井上恵里 様
河田 惠昭 会員
「仲間との活動を通して学んだこと」
ボランティアスタッフ 島本 奏 様
青少年奉仕委員会

☆☆

５月度のお誕生日

☆☆

23日 二宮 秀造
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週例会前に吉村圭太氏のインフォメーショ
ンがあり、例会にて自己紹介とバッジの贈呈が
行われました。吉村氏の入会にて５９名となり、
あと一名で６０名台に到達致しますので会員増
強を更に頑張って６０名台に届けたいと思いま
す。皆様何卒会員増強宜しくお願い申し上げま
す。
当日夜はビアフレンド会と今井会員、木川会
員、廣畑会員、坂東会員４名のアフターインフォ
メーションがアサヒビアホールで開催されまし
た。ビアフレンド会とアフターインフォメー
ションの合同開催は如何なものかとのご意見も
御座いましたが四会員のスピーチをお聞きさせ
て頂いて、皆様方がクラブに馴染んでおられる
様子を肌で感じられて凄く嬉しく感じました。
多くの会員の皆様にご参加頂き有難う御座いま
した。
４月２２日（土）は春の家族会が開催、好天に

恵まれ参加者22名と共に坂本先生
（高岡市万葉資
料館館長）にも “万葉の里”を解説して頂く為
出発のヒルトンホテルから同行頂きました。ま
ずは車中で万葉集のDVDを鑑賞し、最初に甘樫丘
を登って展望台から古代史の舞台を一望しなが
ら坂本先生の解説を拝聴。その後、聖徳太子の橘
寺を訪問後、万葉文化館で中島潔氏の展覧会を
見学。其の後、福寿館本館レストランで榛原牛の
しゃぶしゃぶを堪能してから、大神神社（三輪明
神）
「本殿は設けずに三つ鳥居を通し三輪山を拝
するという原初の神祀りの様を伝える我が国最
古の神社のひとつ」に昇殿参拝させて頂いて三
つ鳥居を拝見させて頂きました。今回は坂本先
生の解説等の御蔭で万葉のロマンをもっと知り
たいと思う気持ちになりました。親睦活動委員
会の皆様また仲西会員には大変お世話になりま
した、有難う御座いました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①5月1日よりロータリーレートが1ドル＝110円
に変更になります。
（4月レート 1ドル＝116円）
②本日 5、6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。

☆☆ 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

２名
４名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
44名(53名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
9名

③次年度年次計画書原稿 5月2日（火）が締め切
りですので事務局までご提出お願いいたしま
す。
④5月13日 児童院でのバーベキュー大会への出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
⑤№3・4テーブル情報集会出欠のご返事を事務
局までお願い致します。
⑥50周年記念誌用の会員写真撮影、本日が最終
ですので未だの方は例会終了後午後13：3014：30に必ず撮影下さいますようお願いいた
します。
⑦「新年度ロスターの原稿」、訂正のある方は本
日4月27日（木）が締め切りですので事務局ま
で早急にご提出をお願いします。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い
たします。
⑧本日18：00から№1.6.7テーブル情報集会が
リーガロイヤルホテル28Ｆ「サファイアの間」
にて開催されます。関係各位は宜しくお願い
いたします。
⑨本日例会終了後 5月度定例理事会が「京都の
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。
⑩次週5月4日（みどりの日）は定款により休会と
させて頂きます。
⑪事務局職員の募集につきましては3月31日を
持って締め切らせて頂き現在選定中でござい
ます。決まり次第ご案内させて頂きます。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

シーフードとオレンジのサラダ、緑胡椒風味
仔牛のピカタ、レモン、ケッパー、パセリの
ソース、ルッコラとローズマリーポテト
蜂蜜風味のヌガーグラッセ、アプリコット
ソース
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

望むは世界の久遠の平和

累計金 2,668,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

めぐる歯車いや輝きて

31,000円

「単発機の操縦特性」
髙松 貞彦会員
英国製の一部の単発機を除いて全ての単発機
のプロペラの回転方向は操縦席から見て右回転
である。プロペラの回転特性が単発飛行機の操
縦を著しく難しくしている。その特性の一つに
プロペラの不均衡荷重がある。プロペラの推力
分布が左半面に比べ右半面の推力が強く、その
為、高出力低速の定常飛行を行う際など左に機
首を振ろうとする現象を生ずる。訓練初期の段
階でこの特性を体得するのにそこそこの訓練時
間を必要とするのである。その他、トルクの反作
用、ジャイロ効果、プロペラの後流作用等、なか
なか飛行機は思い通りに飛んでくれない。過去
のラインパイロットは単発機の限定ライセンス
をスルーして、いきなり大型機の限定ライセン
ス取得をしたのですが、現在の航空大学の訓練
課程をみても分かるとおり、必ず単発機でのラ
イセンス取得を行わせている。過去のラインパ
イロットの中にはジャンボ機に乗れても単発機
に乗れないパイロットが随分いたのです。

とわ

合計金

☆☆ 先週（4 月 27 日）の卓話

永久に栄えよ

平成29年 4月27日

4月27日の出席率
83.02％
5週間前（4月6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
1名（欠席者8名)

我等のロータリー
ロータリー

本日の卓話よろしく！
髙松 貞彦
髙松さん 本日の卓話よろしくお願いします。
楽しみにしています。
中村 修
22ヶ年在籍表彰
結婚記念日自祝
大矢 平治
27年連続出席自祝
二宮 秀造
大阪天満橋ロータリークラブに入会できて光栄
です。これからもよろしくお願い致します。
吉村 圭太
連続欠席のお詫び
大矢 平治

）内は会員総数を基準とした値

