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会員増強・新クラブ結成推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2348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 会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
「会員拡充に向けて―具体的な道程ー」
会員強化委員会

☆☆

8月度のお誕生日

7日 重里 國麿
24日 寺杣 晃一

☆☆

15日 寺井 種伯
28日 末澤 正大
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週の例会の夜に、ビアフレンド会が開催さ
れました。本年度より世話役に髙橋会員､森本会
員、宮里会員、山田会員が就任、お蔭様で大勢の
会員に参加頂きました。特に、金田会員が10年前
のロシアからの米山留学生サーシャ氏（サ
フォーノフ・アレクサンドル）を同伴され、前回
話に有りました、
米山留学生OB等との交流が早速
実現した感じでした。金田会員も久々に近況報
告され、楽しい時間を過ごしました。
7月20日に、50周年記念事業の一環としてのヒ
ルトンホテルの4クラブ親睦の為、井戸会員、寺
杣会員、箕村会員が大阪そねざきR.Cを訪問して
頂き、6月20日の大阪西R.Cに続き了解を得、8月23
日に大阪西北R.Cに大阪西R.Cの大富様と一緒に
訪問するのみとなり、大筋4クラブ共に親睦を計
れる様になりそうです。
又、三世代R.Cの親睦会も9月7日に開催予定と
なり、各クラブとの交流がどんどん進んでおり
ます。8月26日は松本ガバナー・浜田地区代表幹事
がお見えになり、郡ガハナ―補佐ならびに中嶋
ガバナー補佐エレクトを囲んでの第二回目の睦
輪会がヒルトンで開催され、各クラブ会長、幹事
との情報交換及び親睦が進んでおります事を報
告させて頂きます。
ロータリーの友７月号に掲載の「抜粋 ロー

次々週（８月１８日）のお知らせ
１）例 会 （2349回）
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話 「私にとって日本で働くこと」
在日ベトナム人 グエン・グエン・カン 様
山本 喬一 会員紹介

タリーへの私の道」復刻版増刷に合わせ当クラ
ブも坂本会員はじめ希望者の方に購入致しま
す。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2016-17年度青年功績賞授与式（大阪府）」の
ご案内を本日お配りしております。多数のご
参加をお願いいたします。
②「2017年ロータリー国際大会（アトランタ大
会）」のご案内を本日お配りしております。
③№2・4テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
④「三世代クラブ有志一同懇親会」出欠のご返
事を事務局までお願いいたします。
⑤第37回大輪ゴルフ会の出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
⑥「2016-17年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑦本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。
⑧次々週8月11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

本日 卓話よろしくお願いします。 山田 雅則
郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクト
本日はありがとうございます。
石田 道夫
郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトの
ご来訪を歓迎申し上げます。
高良 尚志
郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクト
ご来訪ありがとうございます。
箕村 保

☆☆ 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
３名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
48名(55名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
7名

郡ガバナー補佐、ご来訪ありがとうございま
す。本年一年のご活躍を！
井戸 幹雄
郡ガバナー補佐 ご苦労様です。今回は我が
家、ごゆっくりと！！
小寺 一矢
郡ガバナー補佐、いらっしゃいませ、今年１年
ご健闘を祈ります。
橋本 守之
郡ガバナー補佐 ようこそ！！ 今年１年のご活
躍を！
川原 和彦
郡ガバナー補佐 お暑い中、ご来訪ご苦労様で
す。今年期１年間のご活躍をお祈り申し上げま
す。
中川 政照
郡ガバナー補佐の御来訪を心から歓迎致しま
す。更なるステップアップされる事を陰ながら
応援します。
中村 健輔
郡ガバナー補佐のご来訪を祝し、１年間のご活
躍をお祈りします。
山本 喬一
郡ガバナー補佐 ご来訪ありがとうございま
す。本年１年のご活躍を！
田邉 三郎
郡ガバナー補佐 ご来訪ありがとうございま
す。本年１年のご活躍を！！「オオクワガタ」
も持ってきてますヨ！
平尾 彰彦
郡ガバナー補佐 ようこそ！今年１年のご活躍
を！
柳澤 興平
山田会員 三味（しゃみ）の卓話楽しみです。
石田 道夫
大黒様の卓話楽しみにしております。
高良 尚志
山田さん 卓話楽しみにしています。
井戸 幹雄
山田さん 本日の卓話楽しみにしてます。
川原 和彦
山田雅則さん、本日の卓話楽しみにしておりま
す。
中川 政照
社会奉仕委員会 山田委員長 本日の卓話を楽
しみにしています。
仲西 良浩
平尾さん、すてきな虫有難うございます。
箕村 保
平成28年7月28日

合計金

64,000円

累計金

530,000円

☆☆ 先週（7 月 28 日）の卓話 ☆☆
「日本に残さないといけない文化」
津軽三味線内田流師範
大黒 恵子様
山田 雅則会員紹介
日本には残さないといけない、稽古事、習い事
が数多くあります
その中に津軽三味線があります、津軽三味線

）内は会員総数を基準とした値

7月28日の出席率
87.27％
4週間前（7月7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)
は、青森県津軽地方で盲目の旅芸人達が始めた
門付け芸。彼らは坊様（ボサマ）と呼ばれ長く蔑
まれ、家々の軒先で三味線を弾き歩き」やがて民
謡の旅まわり一座などで弾かれるようになり、
名人達の手によって広まり発展していきまし
た。
私と津軽三味線の出会いは、ピアノが習いた
いと私が父に伝えると（アカン）「持ち運べない
からと」昔、父が習いたかった民謡を始めまし
た。社会人になり東北民謡と津軽三味線を習う
までは嫌々続けていましたが、師匠が経営して
いた民謡酒場で修業をするうちプロを目指す様
になりました民謡酒場とは、舞台があり食事を
楽しみながら唄ったり、三味線を弾いたり、踊っ
たり、言わば民謡版生演奏付カラオケです。年々
数が減っていく酒場ですが、有難い事に私は大
正区にある「碁点」で専属伴奏者として出演して
います。
吉田兄弟ブームにより、津軽三味線人口は増
えましたが、セッションや一人弾きを主として
基本である民謡の伴奏が出来ない方が多くおら
れますが、わたしは、原点である古典を忠実に守
り、その中で新しい物を取り入れながら日本の
伝統文化である民謡と津軽三味線を後世に伝え
るべく日本のみならず海外でも演奏をおこなっ
ています。
50周年記念事業実行委員会より
上記委員会において、50周年記念事業報告書
（案）が固まり、7月28日理事会、8月18日パスト
会長会に提出され、審議がなされることになっ
ています。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第２例会のお知らせ
日 時：8月24日（水）(8月17日より移動)
【開 会】19：30
場所：錦城閣（通常例会場です。）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ビーフカレー
ミックスサラダ
フルーツ取り合わせ
コーヒー

