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■ 会長／村木 茂 幹事／安井 一男 会報委員長／浜 博英 会報副委員長／村角 末義
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
Date 2011.6.22
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
言行はこれに照らしてから
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

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3. ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。
第 1237 回例会報告 （6 月 15 日）

＜本日のプログラム＞
第 1238 回例会／2011 年 6 月 22 日
本日の挨拶
「ありがとう」（日本語）
標

語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」

■司会進行

SAA 稲田会員

■ロータリー・ソング

SAA 北野会員

■来賓紹介

SAA 村角会員

米山奨学生

楊 仲 軒 君

「地域を育み 大陸をつなぐ」

ロータリーソング 「それでこそロータリー｣
■出席者報告
第 1237 回例会

どこであっても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おう
それでこそ ローローロータリー
卓

会員数 37 名
出席率 64.86％
出席数 20 名
欠席数 13 名
出席免除会員数 4 名
第 1236 回例会（6/8）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 78.38%
6/04 松本（圭）会員
6/04 松本（正）会員
6/12 鋳方会員

話

・臨時総会
・長寿お祝
・一年を振り返って
安井幹事及び理事

「地域を育み、大陸をつなぐ」

SAA 稲田会員
2011 年 6 月 15 日
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■会長の時間

村木

茂
皆様、どんな注文でも聞き入れてくれた事務局の富田さん、
本当にすべての皆様のおかげでございます。心からお礼
を申し上げ、２回目の自己弁護の話を終えることにします。

■東日本大震災義援金報告

６月８日 １３１，０００円

累計報告
例会場募金 3/16～6/15
淀輪会チャリティ
ゴルフ同好会
中興 RC より
今年度、１年間、例会運営や今まで当クラブが継続して行
っていた事業について、ほとんど幹事、委員長任せでござ
いました。実は、私の関心事は、ただ、ただ、２６６０地区出
席率ワーストスリーという当クラブの現状をどうしたら改善で
きるか。どうしたら、もっと新大阪ロータリークラブを、ロータ
リークラブらしく元気にできるのかでございました。これなし
に現在、当クラブにとって最も大事な問題の増強など、あり
得ないからです。そこで、皆様にもっともっとロータリーとク
ラブに誇りを持ってもらおう、もっともっとクラブを好きにな
ってもらおう、更に、会員同志の結びつきを強めてもらうた
めに、もっともっと仲間を好きになってもらおうと考え、今年
度のテーマ「大好きです新大阪ロータリー」をかかげ、これ
を私の目標と決めたわけでございます。
多分、皆さん方は、今年の会長は何もしていない、と思わ
れていたかも知れませんが、私としては、私なりに、あの手
この手で皆さんの気持を何とか「大好きです。新大阪ロー
タリー」にしようと皆さんに挑戦していたのでございます。で
も、残念ながら、試みのほとんどはことごとくと言ってもいい
ぐらい失敗に終わりました。結局、会長としては何もしなか
ったと全く同じことになってしまった訳です。でも、自分とし
たら、結果は失敗に終わりましたけれどやるだけはやった、
やり終えたという満足感、充実感、達成感で一杯でござい
まして、今となれば、この一年間、本当に楽しい思い出とな
りつつあります。今は、会長に選んでいただいたことに心よ
り感謝しているというのが偽りなき気持ちでございます。
おかげをもちまして、今年度の例会もあと一回というところ
までやってまいりました。今、大変な開放感、幸せな気持
ちを味わっておるところでございます。今は、一度、ロータ
リーを離れてのんびりしようかな思っております。何事もな
くここまでこれたのは、すべてを任せ切りにしたのに、それ
に応えて見事やり終えてくれた安井幹事や各委員長の皆
さん、その都度いろいろと相談にのっていただき有益なア
ドバイスをしてくれた中川エレクト、片岡副会長、そしてあ
たたかい友情でもって支えていただいたすべての会員の

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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1,045,370
170,234
99,284
475,684
1,790,572

中興 RC より
1 万ドル≒820,000
例会食事代 1,000×30 名分×11 回＝330,000
（4/6～6/22）
1,150,000
総合計

2,940,572 円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員
本日の合計
今年度累計

米

1,000 円
205,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員
本日の合計
今年度累計

1,000 円
207,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA
久富会員

告
中川 会員

谷口さんありがとう。「たこせん」おい
しかった。

６月１５日までの今年度累計 922,400 円
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■幹事報告

幹事 安井 一男

① 次年度に向けて、新大阪ＲＣのＨＰを更新します。会
員企業のＨＰとのリンクが可能ですので希望者は指
定用紙にてＦＡＸお願いします。
② 世界のロータリーが取り組んでいます ポリオ撲滅運
動の活動が、2011 年 7 月 18 日（祝、海の日）12：00
～12：30 テレビ大阪にて放映されますのでぜひご
覧ください。
時間が許せば次年度卓話の時間に録画放映お願
いしたく考えております。
③ 本日より会食に使用する箸が、割り箸から繰り返し

使用できる箸に変わりました。環境保全小員会：森
田委員長発案のエコ活動の一環です。ご協力有難
うございます。

卓

話

「義歯メガネ補聴器はずし風呂に入る」
松 尾 寛 会員

全て 「高齢者保険」が来た為ですが、この３月 坐骨
神経痛様すごい痛みから始まり、歯も４０年ぶりに５本一
度に折れ 虫歯の痛いこと、毎晩１５分磨きなさいナーン
テ誰の言葉でしょう。磨いてもダメ 意味無いに変更で
す。
でも義歯は噛めます、痛むのは 常に入れる・噛み方・
食べ物を選ぶ・歯科医の技術で無くなります。でも でも
静かにしている時 常に舌が義歯に当たっています＝気
持ちわる～い、特に 疲れていると なおさらです。
やはりインプラントですかねー。今回自分で作り 入れ
た義歯は私の最高の技術と思っていましたが 負けまし
た。ただ手術は 親知らずを抜くより簡卖ですが、良い顎
の骨が要りますので 見分ける必要があり、これ自身 未
だ日が浅く未知の面があります。
ついでに今流行の白い歯について
・保険適用のコンポジットレジンはプラスチックにガラスの
粉を混ぜ、少し高いハイブリッドセラミックスはプラスチッ
クに陶器 の粉 を混 ぜた物と おおざっぱに考 えて下 さ
い。
どちらも プラスチックの性質である 吸水性・磨耗・破
折・変色・熱に膨張収縮し、経年で弱ります。
・セラミックスは 新製品が多く ジルコニア等は以前
に比べて良くなったと会社は言ってます、 が 以前の
もよく使われています？ 前歯に入れるとき 少しすか
せ気味に作り？？奥歯にはそれ自信硬すぎる為 対合
の歯がすり減りますので、割れる事もあって気を付けて
ます？？？
・ホワイトニング 今 私も歯を白くしています。３週間で
少し白くなったかな！ まずマウスピースに慣れる必要が
あり ２週間気合を入れて 昼夜付けました。以後 入れ
てるほうが顎が楽になる オマケがありました。 これにオ
キシュールをたらして ２時間装着しますと ２年位白くな
るそうです。
今回は色々経験をしました。全て気合がいりましたが
「なせばなる」。 では・・・・
虫眼鏡と補聴器と入れ歯を使いこなして・・・・第３の人生
を思い切り楽しみますゾ～～

ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ！

ＫＡＮ

まずはメガネ；若い時 鼻と頭の低いのを隠す為 伊達メ
ガネをし始め、次に近眼から老眼となり これで終わりと
思ったら 虫眼鏡が待っていました、エライことです。
補聴器もこの１月に買いました。ピィーピィー音もなく
音も会話・音楽・電車の中と聞き分けられ、ラウンジでの
会話に最高です。
もちろん ２週間以上 昼夜ずっと付けて慣れる必要が
あります。入れ歯はもっと 夜も付けて１ヶ月かかりました。
義 歯 は他 と違 って 常 時使 い・触 り・強い力がかかりま
す。
でも慣れて 左右で噛めるのはシアワセです。
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「金毘羅大作戦（その３）」
歩こう会報告

金毘羅大作戦第 3 弾報告 2011.6.12 曇りのち雤
（ 三宮→塩屋 ）
久富義郎
9：30 に予定通り、阪急三ノ宮駅北東公園に集合。参
加者は村木・松本（圭）・中川・北野・鋳方・松本（正）・久
富の 7 名。病、癒えた村木さんの参加はうれしい。でも無
理はさせまい、食わせまい、飲ませまい。記念撮影の後、
北野さんの予定の行動。「豚まん」のおいしい店（中央ベ
ーカリー）が職人の病のために休業とか。急遽、一貫楼
の「豚まん」をゲット。続いて四櫂楼のものを手に入れよう
と、「櫻井」さんに電話連絡を取り探索に努めるが、北野
さんの執念実らず、残念。次に目指すは「相楽園」。程
なく着いた立派な邸宅と日本庭園。6000 坪とか。明治時
代の神戸市長の邸宅という。街中にあるすばらしい空間
です。入場料 300 円。ぜひもう一度静かに行ってみたい
場所です。

さてこれから本気で北西方面に歩くこと 90 分。そろそ
ろ昼飯。ビールと蒸しパンを手に入れて、氷室神社の境
内で昼食。さすがに北野氏推薦の「豚まん」は美味でし
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た。「豚くさくなくて」。鵯公園は断念して 12：30 には午後
の部再開。西单に進路をとりました。神戸電鉄を横断し
たり、並走したり。ここらあたりから雤。今日は覚悟の雤。
準備の傘で十分。村木さんは元気。だが周りが心配。JR
の駅で早めに乗せて休憩させようとみんな、優しい。14：
00 過ぎに須磨浦公園駅でしばし別れて、別行動。われ
われは、海岸に出て垂水に向けて歩く。傘を差して。こ
の海岸、もうすぐ海水浴客でごった返すところらしく、「海
の家」新築中が３軒ほど。猛暑を願っているのでしょうが、
省エネの夏にしたいのが社会とはうまくいかぬもの。さて
今年はどんな夏になるのでしょうか？平敦盛の墓もお参
りして、JR 塩屋駅に 15：50 に到着。今日の歩きはここま
で。
後は恒例の番外編。電車で村木さんの待つ JR「垂水
駅」に 16：00.到着。風呂は「太平の湯」。駅から 500m と
いうが雤降りと無料ということでシャトルバス「アウトレット
モール」行きに乗り込む。ところが大変多くの客が殺到し
ている状態で、渋滞。片道 20 分。ちっとも早くなくて、大
急ぎの風呂。出てからもタクシーはなく時間がかかりすぎ
るとのことで、雤脚の強くなった中を夕食会場おいしいと
評判の「増田屋」というおすし屋さんに向かう。17：00 の
予定が 30 分も遅れて到着。地元ということで歓迎してく
れた谷口さん。「お待たせして申し訳ありません」「いえ、
いえ雤の中ご苦労様」。こんな会話で慰労会の始まり。
刺身盛り合わせ、たこの刺身、イカ天、かき揚、サザエの
つぼ焼き、鉄火まき、きゅうり巻き、上握り盛り合わせ、後
はビール・冷酒・焼酎・ウーロン茶などで腹いっぱい、幸
せいっぱい。おいしい安いおすし屋さんの 90 分。楽しい
話題に花が咲きました。谷口さんが用意してくれた、「た
こせんべい」をお土産に JR あるいは山陽電車で家路に
つきました。「谷口さんありがとう」。金毘羅大作戦第 3 弾
終了。

第 4 弾は 7 月 17 日（日）9：30 JR 塩屋駅集合。 加
古川あたりが目的地？

次週６月２９日(水)は
例会 休会です。
７月６日（水）2011 年度
初例会でお会いしましょう！

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
本日のメニュー

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

震災支援メニュー
松花堂
鰹の香草たたき…漁師風
甘鯛の柚庵焼き
豚の角煮
大根と牛筋の煮込み
ご飯
香物
味噌汁
和風プリン

次回のプログラム

第 1239 回例会／2011 年 7 月 6 日
◆挨

社会奉仕委員会より

拶
「ボンジュール Bonjour」（フランス語）

◆国歌斉唱 「君が代」

引き続き震災義援金のご寄付を
よろしくお願いします。

◆卓

話
新年度挨拶
中川会長
村角幹事

予定表

月

日
６

７

曜日

２２

水

２６
２９
３
６
１３
１７

日
水
日
水
水
日

予定

時間他

第１２３８回 例会 長寿お祝・一年を振り返って 幹事及び理事
例会終了後１３：３０～被選理事会・１４：３０～臨時理事会
２０１０～１１年度 会長・幹事慰労会
第２１回 健康家族の会 「弥十郎ヶ岳 新緑ハイキング」
例会 休会
第１回親睦委員会主催グルメの会
第１２３９回 例会 新年度挨拶 中川会長・村角幹事
第１２４０回 例会 クラブアッセンブリー地区協議会報告・新年度活動方針
歩こう会「金毘羅大作戦」第４回

例会にて臨時総会開催
ワシントン２Ｆ談話室にて
１９：００ワシントンホテル２Ｆ宴会場
8：30 阪急川西能勢口駅前集合
ＭＵ受付 松本（圭）会員担当
９：３０新大阪駅出発（バス）

１３：３０～定例理事会

イラスト提供：イラスト素材桜屋他
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