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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

１）例

（2422回）

４）卓

話

３）卓

君が代・奉仕の理想

11日 平尾 彰彦

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、仲西良浩会員が「私の家庭菜
園」というテーマで卓話して頂きます。仲西会員
は、趣味と実益を兼ねて家庭菜園を楽しんでい
るとの事です。会員の皆様、よろしくご清聴願い
ます。 先週の3月22日(木)午後６時より、北新地
永楽通りの松本興産ビル９階「長樂」に於いて
№４番・７番テーブル情報集会が開催されまし
た。両テーブルの会員諸兄が多数出席され、「長
樂」の美味しいおでんと創作料理を堪能しまし
た。会話も弾み大変盛り上がり、会員同士で一層
親睦を深める機会になりました。テーブルマス
ターの末澤会員と西浦会員には、お世話をして
頂き、ありがとうございました。

☆☆

幹 事 報 告

「江戸琳派と大阪」

会員

（以上敬称略）

＊＊

四つのテスト

上席研究員
威

☆☆ ４月度のお誕生日 ☆☆
9日 箕村 保
14日 西井 幾雄

話

（2423回）

細見美術館

「金融機関の裏話」
御木

会

２）ソング

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング

次週（４月１２日）のお知らせ

☆☆

①4月1日よりロータリーレートが1ドル＝104円
に変更になります。（3月のレート 1ドル＝108
円）
②「My ROTARY登録についてのご案内」をお配り
しております。未登録の会員の方は登録にご
協力くださいますようお願いいたします。

岡野
西浦

智子

様

司会員紹介

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本日例会終了後 4月度定例理事会を4Ｆ「銀嶺
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。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話 宜しくお願いします 仲西 良浩
結婚記念日に美しいお花をいただきありがとう
ございました
鍬田 充生
大保さん お久しぶりです 早く元気になって
下さい
郡 悦清
大保政美様 長い間（16年間）お世話になりあ
りがとうございました。
中川 政照
大保さん 早く元気になって下さいね！
石田 道夫
大保さん、辛い事があったと思いますが、お疲
れさまでした
鍬田 充生
大保さん お世話になりました
寺杣 晃一
大保さん長い間本当にありがとうございました
これからですよ！
永田 秀次
大保さん おつかれ様でした。 日々健やかに
お元気で
SAA一同
仲西さん 本日の卓話楽しみです。ガンバッテ
下さい
SAA一同
平成30年3月29日

合計金

49,000円

累計金 2,451,000円

☆☆ 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
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

54名
39名(51名)
17名
12名

☆☆ 先週（3 月 29 日）の卓話 ☆☆
「私の家庭菜園」
仲西 良浩会員
私は２１歳から家庭菜園を始めました。始め
た場所は 陽当たりの良い洗濯干場の隅っこで
ウネを作り、ホームセンターできゅうりの苗を
５つ程度買って植えてました。１本の苗から０
本～２本程度の収穫率の悪い家庭菜園でした。
当初は野菜に興味があった訳では無く、植木は
大好きでしたが、むしろ１年草の植物や野菜は
嫌いでした。植えるきっかけは ２０歳で亡く
した父が 植木と夏きゅうりが大好きで、夏は
得にきゅうりを好きで植えていたので、なんで
「きゅうり？」を植えてたか？ 他界した父に
は聞けなく、母も兄も知りません。沢山収穫され
たきゅうりは食卓には出てきませんでした。ご
仏壇に初収穫をお供えしてましたが、きゅうり
の行方がわかりませんでした。その答えを知り
たくてきゅうりを植え始めました。始めの５年
間の収穫はボロボロで殆ど、やる気も無く、水や
りもイヤでした。また、水やりもジョーロで１０
秒程度でした。勝手に伸びたツル、追肥料もしま
せんでした。偶然数本きゅうりがなる程度でし
たので、自宅で食べてました。ある日、家では食
べきれずに収穫時期が遅れて大きく約４５ｃｍ
位に育ったきゅうりが出来たので、新聞紙にく
るんで、会社の事務のおばちゃんにあげました。
うちの母は そんなに大きなきゅうりは「す」が
入ってるから、人にあげたらダメやでと言って
ました。翌日、「塩もみしたらとてもおいしかっ
た！田舎の昔のきゅうりの味！」と、ほめられま

）内は会員総数を基準とした値

3月29日の出席率
76.47％
5週間前（3月1日）の
メークアップを含む出席率 82.35％
メークアップ実施会員
2名（欠席者11名)
した。そこから、家庭菜園に目覚めました！半年
前からの土づくり、買った苗でなく、種を蒔いて
育て始めました。朝はきゅうりに「おはよう！」
夜は「今日も陽に浴びて大きくなった！」と話か
けて 水やりも時間をかけてやりました。朝も
夜も子供と遊ぶより、きゅうりと朝・晩会話して
ました。そして収穫したきゅうりは 事務のお
ばちゃんや知り合いに配り始めました。翌日に
は 「きゅうりおいしかったよ！」と言われるの
が快感となり、更に家庭菜園にのめり込んでし
まいました。きっと亡き父も待ってる人がいた
ので、毎年、きゅうりを収穫し、配っていたんだ
と思います。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
4月第二例会のお知らせ
日 時：4月28日（土）10:00～16:00
内 容：姫路RACとの合同献血
場 所：阪神尼崎駅前
登録料：無料
登録先：幹事 竹内 壮志
登録締切：4月21日(土)

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
低温調理したマリネサーモン、
ポーチドエッグ、グリーンアスパラガス
ラズベリーと菜種油のヴィネグレット
ミラノ風仔牛のカツレツ、
レモンとムスクラングリーン
ベイクドメレンゲバニラアイスクリーム、
ベリー添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

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

