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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 ☆☆

次週（８月１０日）のお知らせ

１）例 会 （2392回）
１）例 会 （2393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
３）卓 話 「″Ｔｈｉｓ ｉｓ Ａｍｅｒｉｃａ″
４）卓 話 会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
（これがアメリカ）」
「会員増強・新クラブ結成推進月間卓話」
2016-17年度青少年交換派遣学生
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
永田 秀成 様
副委員長 加茂 次也 様
青少年交換委員会
委 員
井上 嗣仁 様
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 ☆☆

7月25日（火）日本三大祭「天神祭」も終わり、
本格的な夏がやって参りました。猛暑の続く中、
会員の皆様方には、充分な体調管理をされます
ようお願い申し上げます。
7月20日（木）例会終了後、当クラブ50周年記念
事業実行委員会
（第10回部会長会議）
が開催され、
各部会長より夫々の計画実行案が発表され、大
凡の計画案が出来つつあります。来月（8月）中
には決定される見込みで、決定次第、井戸実行委
員長より例会で発表される予定です。当日午後6
時から今年度第1回目のビアフレンド会が開催
されました。新入会員の山本邦人さんも参加さ
れ、本年度は、御木・坂東・吉村・仲西・髙橋 ・
会員が世話人として運営してくれています。多
くの会員の皆様が、時間の許す限り参加して下
さいますようお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2017－18年度卓話銀行のご案内」が届いてお
ります。ご利用になられる方は事務局までお申
し出ください。
②「第16回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が
届いております。詳細につきましては掲示板を
ご覧ください。
③№1・4・7テーブル情報集会並びに№5・6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地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤「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。
⑥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。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

西井会員のご紹介で本日のゲストスピーカー神
戸製鋼ラグビー７連覇戦士 林敏之様よろしく
お願いします。
橋本 守之
本日の林君の卓話よろしくお願いします。
西井 幾雄

☆☆ 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
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

58名
41名( 51名)
19名
10名

西井会員には大変お世話になりましてありがと
うございました。
橋本 守之
西井会員に大変お世話になりました。ありがと
うございました。
高良 尚志
西井会員、鮓直のさばずし美味しかったです。
髙田 肇
西井会員大変お世話になりました。 中島 清治
西井会員お世話になり有難うございます。
寺杣 晃一
仲西さん大きな、立派な なすびをありがとう!!
川原 和彦
仲西会員 先日のナスビ！家内が料理しました
らより一層美味しく楽しみました。
感謝！感謝！
中川 政照
ホームクラブ欠席のおわび。
西浦 司
７月度ニコニコ箱ご協力ありがとうございまし
た。
ＳＡＡ一同
平成29年7月27日

）内は会員総数を基準とした値

7月27日の出席率
80.39％
４週間前（7月6日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
1名（欠席者10名)
ラグビーの現役を引退し、湧き上がるものを
伝え、感性を育みたいと、感性教育の道を志し
「感性フォーラム」を立ち上げ、「ＮＰＯ法人
ヒーローズ」を立ち上げて活動してきました。
ラグビーはボールを託し託されるスポーツで
す。大切なのは仲間を信じる事と託されたもの
を感じる感性です。豊かな感性を持ち感謝ので
きる人にのみ「ONE FOR ALL ALL FOR ONE」ができ
「和」の世界が作れるのではないでしょうか。
ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
7/ 1
7/27

残
高
受
入
現 在 高

0円
149円
149円

合計金

37,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

累計金

416,000円

ディルマリネサーモン、グリーンパパイヤコー
ルスロー、パッションフルーツヴィネグレット
牛フィレ肉のグリル、
夏野菜のスティーム添え エクストラバージンオ
リーブ油とバルサミコ酢エッセンス
ラム風味のパイナップルサラダとパイナップル
のグラニテ、ブラックペッパーの香り
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

☆☆ 先週（7 月 27 日）の卓話 ☆☆

つど

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

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

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

「ラグビーで学んだ感性」
神戸製鋼７連覇戦士 林 敏之様
西井 幾雄 会員紹介
私にとってラグビーは、浸りきる事と湧き上
がる感動でした。感動が統合を作り、統合が力を
生みました。止めども無く涙を流した時、真実の
瞬間があり、生きていることが鮮やかになりま
した。
「人間がどう生きたかは、何に対してどうと
きめいたかによって決まる」と言われます。乾い
てしまって、感性から湧いてくる疼きやときめ
きを無くしたら、生きる事が鈍くなり、私が鈍く
なります。
理性は合理的にしか考えられない限られた能
力でしかありません。ところが現代人は理性至
上主義を取り、頭ばかりを磨いてきました。考え
るから迷う・不安・憂鬱・人が信じられない・人
を愛する事も出来ない。
元々私とはこの感性の実感の事であり、感性
が私そのものなのです。理性が勝ちすぎると本
来の私たる感性がゆがめられてしまいます。
我々にとって大切なのは理性的になる事ではな
く人間的に生きる事です。

