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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
２）卓

（2510回）
「 会 長 挨 拶 」
中村 修 会長
３）７月度定例理事会（新旧合同）

１）例 会 （2509回）
２）クラブ協議会（新旧合同）

☆☆ 大蔭

43ヵ年 坂本 一民
40ヵ年 衣斐 孝雄

42ヵ年 髙松 貞彦
32ヵ年 重里 國麿

６月度の結婚記念日

阪本 宗久

西浦 司

坂口

☆☆
雅俊

（以上敬称略）

＊＊

会
話

政勝ガバナー補佐エレクト訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆

☆☆☆

次週（６月２５日）のお知らせ

先々週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
約3か月振りの例会です、マスクで半分顔が隠
れて表情が判りませんが、元気な方々が出席し
ていると思います。
昨日、太閤園にて六輪会が行なわれました。私
と中島幹事（会長エレクト）髙橋幹事エレクト3
名で出席して参りました。異例の会合で、11クラ
ブが3組に分かれ30分で北村ガバナー補佐から大
蔭ガバナー補佐エレクトに引き継ぎが行なわれ
ました。
18日に大蔭ガバナー補佐エレクトが来訪
されます、よろしくお願いいたします。
春の行事が全て中止になり心苦しく思ってお
ります。春の家族会、大阪天満橋RACの40周年記
念、ハワイでの国際大会、ロータリーデイ、びわ
湖の三世代合同社会奉仕事業全てです。台湾の
陽明ロータリークラブ４３周年記念大会は行わ
れますが、日本からの出国もままなりません、祝
電だけにさせていただきました。新型コロナウ
イルス（武漢ウイルス）もまだまだ続き終息の気
配も見えません、罹患するのも自己責任だと思

います。夜の街には十分気をつけてください。
「一人が一人を連れて来る」よろしくお願い
いたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①6月1日よりロータリーレートが1ドル＝108円
に変更になります。
（5月レート 1ドル＝107円）
②「ロータリーの友」をお配りしております。新
型コロナウイルスの影響の為、5・6月合併号と
なっております。
③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
に本日の例会までを対象と致します。
④クラブ協議会（新旧合同）のご案内を本日お配
りしております。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。
⑤地区より青少年交換プログラム「2021-2022年
度 派遣学生募集要項の案内」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。なお、応募期限は11月30日（月）となっ
ておりますが派遣学生につきましてはクラブ
での選考が必要ですので10月15日（木）までに
必ずクラブにお申込みください。
⑥「2020-21年度ロータリー手帳」を必要とご返
事頂いた方々にお配りしております。
⑦次週6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いただ
きます。

☆☆ 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

０名
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

48名
32名(43名)
18名
11名
敬称を略す

誕生日自祝
二宮 彰久
誕生日自祝、元気に来れて良かったです。
平尾 彰彦
誕生日自祝
在籍８ヵ年自祝
箕村 保
誕生日自祝
小寺 寿矢
在籍表彰、10年ガンバリました。
中村 修
皆さん、お久し振りです。在籍26年自祝
福原 哲晃
26ヵ年在籍自祝
中川 政照
25ヶ年在籍表彰自祝
4月度の結婚記念日自祝
大矢 平治
在籍表彰自祝
髙田 肇
9ヵ年在籍表彰自祝
中島 清治
在籍表彰自祝
仲西 良浩
結婚記念日自祝3/4入院中
郡 悦清
結婚記念日自祝。きれいなお花ありがとうござ
いました。
井戸 幹雄
皆様お久しぶりです。結婚記念日自祝
中村 健輔
5月度の結婚記念日自祝して
坂本 一民
結婚記念日自祝
衣斐 孝雄
先月の結婚記念日に美しいお花有難うございま
した。
山本 喬一
結婚記念日、お花有難うございました。
寺杣 晃一
結婚記念日自祝
坂東 信幸
3/24芦屋カントリー中村会長杯にはからずも優
勝しました。同伴競技者、石田、中村健輔会員
と楽しい１日でした。
橋本 守之
長期欠席ご心配をおかけしました。色々とあり
がとうございました。
郡 悦清
皆さん、お久し振りです。
南川 和茂
全員、コロナにかからずにＲＣで再会、嬉しい
です。
髙田 肇
コロナ禍の中、例会でお会いできるのを楽しみ
にしています。
鍬田 充生
コロナで家族の絆が深まりました！ 田邉 三郎
仲西会員、コロナ禍の最中にえんどう豆を届け
て戴き有り難うございます。感謝 髙田 肇
仲西さん、遠くまでご苦労さまでした
髙松 貞彦
仲西さん、遠い所をわざわざ有りがとう御座い
ます
衣斐 孝雄
仲西さん、先日はありがとうございました
大矢 平治

）内は会員総数を基準とした値

6月4日の出席率
74.42％
１７週間前（2月20日）の
出席率 83.72％
4名（欠席者11名)
中川さん、いろいろ有りがとう御座います
衣斐 孝雄
ご無沙汰致しております。本日拙い卓話にお付
き合いの程宜しくお願い申し上げます
石田 道夫
石田さん、卓話すべらないように！ガンバッテ
ネ！！
中村 修
石田君、卓話頑張って下さい。川本先輩がお聞
きにならないのは残念ですネ
南川 和茂
石田道夫会員、卓話を楽しみにしています。
中川 政照
石田さんの卓話を楽しみにしています。
山本 喬一
令和2年6月4日

合計金

211,000円

累計金 1,931,000円

☆☆ 先々週（6 月 4 日）の卓話 ☆☆
「小唄って？」
石田 道夫会員
小唄は江戸時代中期に江戸で好まれて唄われ
た大衆はやり唄の端唄が母体となるものです。
端唄は小唄に比べると表現の仕方はあまり技巧
的ではなく、撥引きであるため華やかです。小唄
は江戸後期、端唄から派生した歌澤節（端唄に比
べるとスローテンポの曲調）の後に、清元お葉に
よって創始されたものです。その特徴は端唄と
も歌澤とも曲調を異にした早間拍子の三味線を
主としたもので唄も軽妙洒脱な江戸前の唄い方
が当時の江戸っ子の共鳴を呼んだようで、現在
「江戸小唄」と言われているものです。
お葉の江戸小唄は三味線も撥を用いていまし
たが、明治中期爪弾きに変わったのは、小唄が舞
台唄ではなく粋な小座敷で唄われたのが切っ掛
けです。そして江戸小唄の爪弾きも時代を追っ
て肉引きに変わって行きました。浄瑠璃（常磐
津、清元等）との違いは浄瑠璃が三味線音楽にお
ける「語り物」に対し小唄は「唄い物」で、法師
唄に始まり地唄、江戸長唄、端唄という流れの中
「江戸小唄」となって行きました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鮎一夜干し 蓮芋 茗荷 蓼（たで）酢掛け
鱸（すずき）洗い 鳥貝 蛸 サラダ仕立て
新生姜御飯 グリンピース浅利の吸物
コーヒーまたは紅茶
無花果（いちじく）蜜煮 ミント葉

