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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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ロータリー親睦活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

次々週（６月２２日）のお知らせ
１）例

（2385回）
それでこそロータリー

３）クラブ協議会（新旧合同）

会

（2386回）

２）ソング

四つのテスト

３）卓

「 委 員 会 」

話

50周年記念事業実行委員会

☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆
40ヵ年 坂本 一民
37ヵ年 衣斐 孝雄

39ヵ年 髙松 貞彦
29ヵ年 重里 國麿

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
石田 道夫

山本 喬一
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

前週例会前に第８回戦略計画委員会が山本委
員長の下で開催され、前回に続き “クラブのビ
ジョンについて”が討議されました。次回は６月
２９日に開催予定です。
同日夜は三世代合同懇親会が大乃や二階のイ
タリアン“ノルピアット”
にて中之島RCの主催で
行われました。これで本年度は3クラブ全て完了
です。
会合はまず最初に先日逝去された中之島RC
の井戸本会長エレクトに黙祷を捧げ、各クラブ
の会長が挨拶そして高島パストガバナーによる
献杯で宴に、
中之島RCの村橋会長の粋な計らいで
女性ジャズシンガーとピアノの生演奏で大いに
盛り上がり、最後は各クラブ幹事より各クラブ
メンバーの紹介が行われました。3回目でもあり
皆さん更に親密さが深まった感じで、今後も奉
仕活動でも親睦でも更に絆を深められたらと思
いました。
翌日の5月26日（金）はIM6組会長・幹事会“睦
輪会”の新・旧合同の会が次年度担当の大阪城東

RCによりホテルニューオオタニにて開催されま
した。11クラブの新旧会長・幹事がこの一年間の
総括及び次年度の抱負を発表致しました。次々
年度より3グループに分散する事、皆さん寂しく
思われておりました。
5月27日（土）は大阪東RCの60周年の式典・祝賀
会が帝国ホテル大阪にて開催。郡ガバナー補佐、
箕村幹事と出席致しました。ドレスコードが決
まっており、我々慣れないタキシードに身を包
んで列席致しました。大阪東ＲＣの記念事業は
１、新バナーの製作 ２、キッズランドのリ
ニューアル ３、60周年記念ソング作成 ４、京
阪神の東のつくRC(神戸東RC、京都東RC)の三RCが
友好提携。海外姉妹クラブではマニラRC（創立100
年を超えるクラブ）、韓国ソウルのクラブ及び友
好クラブのモンゴルのRCも参加されておりまし
た。非常にシンプルな式典・祝賀会でした。
同日には青少年奉仕部門 正副委員長会議・
ワークショップが大阪YMCA会館で開催され、当ク
ラブより福原会員、川原会員、山本会員、中島会
員、田邊会員、コリーナが参加。コリーナは青少
年交換部門の8人の来日学生代表で「日本での経
験について」と題してスピーチ、大変好評だった
ようです。皆様お疲れ様でした。
最後に、公益財団法人ロータリー日本財団よ
り寺内清視会員にべネファクターの認証状と記
章が届いております。後程お渡し致します。寺内
会員有難う御座いました。

☆☆ 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
45名(53名)
出席規定適用免除 25名
会員欠席
8名

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて6月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②2016－17年度ＩＭ第6組ロータリーデーのＣＤ
が事務局に届いて降ります。
③「2015－16年度年次報告書」を本日お配りして
おります。
④今年度の年度皆出席表彰ならびにホームクラ
ブ皆出席表彰を、最終例会において行います
が、最終例会までのメークアップ確認のため
に6月8日の例会までを対象と致します。
6月8日
の例会を欠席される場合は、できるだけお早
めにメークアップをお願いいたします。
⑤本年度は6月1日～10月末までクールビズを実
施させて頂きます。
⑥クラブ協議会（新旧合同）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。
⑦№2.5テーブル情報集会出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑧次々週6月15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いた
だきます。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

卓話よろしくお願いします。
誕生日自祝
溝手 悟
新しい事務局員 足立さんを宜しくお願い申し
上げます。
石田 道夫
小寺くんをしのぶ会に欠席して申し訳ありませ
ん。
川本 浩
川本先輩に三朝♨で大変御世話になりありがと
う御座いました。
結婚祝のお花有がとう御座います。 衣斐 孝雄
溝手会員 卓話楽しみです。
石田 道夫
溝手会員卓話楽しみにしております。箕村 保
溝手さん卓話楽しみにしています。 郡 悦清
溝手さん がんばれ！！㐂寿おめでとうござい
ます。
井戸 幹雄
溝手悟委員 本日の卓話楽しみにしています。
中川 政照
溝手さん 本日の卓話楽しみです！ガンバッテ
川原 和彦
溝手さん 喜寿おめでとうございます。卓話楽
しみにしています。
中島 清治
溝手さん 本日の卓話楽しみにしています。
中村 修

）内は会員総数を基準とした値

6月1日の出席率
84.91％
4週間前（5月11日）の
メークアップを含む出席率 88.46％
メークアップ実施会員
2名（欠席者8名)
溝手先輩 雑談楽しみにしています。 永田 秀次
溝手さん、卓話楽しみにしています。勝見 茂
溝手さん 喜寿おめでとうございます！卓話ガ
ンバッテ下さい。足立さんもこれから宜しく御
願いします！
田邉 三郎
溝手さん 本日の卓話楽しみにしています。
平尾 彰彦
平成29年6月1日
合計金
59,000円
累計金 2,824,000円

☆☆ 先週（6 月 1 日）の卓話
「喜寿になりました。雑談」
溝手 悟 会員
昭和１５月６月２日生まれ７７歳、喜寿を迎
えロータリー暦は15年になりました。
還暦などの長寿のお祝いのルーツは中国にあ
ると言われています。しかし､喜寿
は日本が発祥で字の云われは「喜」の草書体
「㐂」であることから七十七と読み、７７歳に
なる年も長寿のお祝いをしようと始まったそう
です。昔は平均寿命が短かったので、５０歳以
上にもなれば大変おめでたかったということで
すね。
しかしながら調べてみますと、国民の平均寿
命が３０歳といわれている戦国時代において、
名のある武将は長寿の人が多かったようです。
豊臣秀吉６３歳、伊達政宗７０歳、徳川家康
７５歳、真田信之９３歳
その中でも最も長寿は北条幻庵という武将で
した。幻庵は９７歳まで生き、初代の北条早雲
から５代の氏直まで､後北条氏の全ての当主に
仕えた人物だそうです。氏直に仕えたときは既
に８８歳でした。幻庵の死から９ヶ月後、豊臣
秀吉に攻められて敗北し、戦国大名としての後
北条家は滅亡しました。このことから幻庵は優
れた軍師だったと伺えます。短命であった時代
に９７歳まで生き、多くの功績を残している様
を見ると､私もまだまだこれからだなと・・・
雑談についてはエムケーシー工業㈱の４０
年、私の趣味等の話をします。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・先付/セロリ煮浸し
・造り/鯛 縞鯵 あしらい一式
・炊合/茄子と牛肉田舎煮
・汁物/鱧 順才 梅肉 清汁仕立て
・食事/蛸若布飯 香の物
・デザート/西瓜 枇杷(びわ)密煮

