
 

 

 

２０２１年 ７月 ２９日発行 会報 第１０６４号 

今週のプログラム 

（2021 年 7 月 29 日 第 1064 回例会） 

―パストガバナーからの提言― 

「クラブ活性化に向けて」 

 

担当：井上 暎夫パストガバナー 

次回のプログラム 

（2021 年 8 月 5 日 第 1065 回例会） 

《ZOOM 例会》 

「クラブ奉仕・社会奉仕フォーラム」 

 

担当：藤田クラブ奉仕委員長 

水本社会奉仕委員長 

第１０６３回例会 （２０２１年 ７月１５日）の記録 

 ＜会長の時間＞         水島 洋 会長 

今日は 3 分間卓話の日です。 

私の記憶では、入会した年の長谷川会長の時に、初めて 3 分間卓話をしたように思います。 

私のテーマはもっぱら娘のネタで、その頃ちょうど長女がオーストラリアのアデレードに留学して

いましたので、いろいろなお話をさせていただいた記憶があります。帰国してアデレードで出逢っ

た彼氏と結婚し、新婚旅行で 4 年間かけて世界一周をしたので、それも当時の 3 分間卓話の結構な

ネタになりました。 

3 分間卓話は、短い時間でプライベートのお話や、楽しいお話を聞くことができますので 

私にはお気に入りの時間です。 

今期は、松田会員に前期・後期 各 2 回ずつ、テーマ有りと無しでプログラムを組んでいただいて

います。どんなお話を聞かせていただけるか楽しみにしています。 

 

    

山本幹事より水本前幹事にピンバッジ贈呈【米山寄付表彰】第 8 回米山功労者マルティプル 

                    木下米山委員長より水島会員に表彰状贈呈 

 

 



  
＜本日のビジター＞ なし 

＜出席報告＞       松田 親男 SAA 

会員数（内出席免除会員 1 名）    １７名 

本日の出席者数           １１名 

（内出席免除会員０名） 

（名誉会員   ０名） 

本日の出席率         ６８.７５% 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪浜辺の歌♪ 

＜本日のピアノ曲目＞  近藤 美里さん 

1． イパネマの娘 

2． 涙そうそう 

3． A Whole New World 

4． 美女と野獣 

＜幹事報告＞                            山本 友亮 幹事 

１．地区指名委員会で 2023～2024 年度ガバナー選出につきまして 

延原 健二会員（大阪大淀 RC）が指名されました。 

 

２．地区開催の委員長会議・セミナー等のご案内をクラブ事務局より担当委員長に 

E メールでお知らせ致しております。回答期日内に事務局までご出欠をお知らせ下さる様

よろしくお願い致します。開催様式はすべて ZOOM ウェビナーです。 

 

◆8 月 28 日(土)クラブ青少年奉仕合同委員長会 

◆8 月 28 日(土)公共イメージ向上・ビジョン策定セミナー 

◆9 月 4 日(土)2021 学年度 米山奨学委員長・カウンセラー研修会 

◆9 月 4 日(土)2021-22 年度 財団セミナー 

 

４．本日例会終了後、奥の席で臨時理事会を開催致しますので理事・役員の皆様は 

例会終了後お残り下さい。 

 

５．次週 7 月 22 日は「海の日」で祝日休会です。再来週 29 日はル・ジャルダンでの 

リアル例会で井上パストガバナーと茶橋ガバナー補佐がお見えになります。 

＜7 月 8 日開催臨時理事会 議事録＞ 

熱海豪雨災害支援金については 2 万円の支援を決定。 

災害支援基金の不足分はニコニコ奉仕金からの振替を考える事とする。 

＜ファインセッション＞  例会場拠金 ￥10,541           松田 親男 SAA 

   



 
＜SAA 報告＞                          黒川 彰夫 SAA 補助 

 

※スマイルボックス 

柳原会員    コロナ大変です！ 

 

※ラオス基金 

柳原会員    来週は釣りです。 

藤田会員    今日は雷の音で目覚めました！ 

 

※ロータリー財団 

水本会員    良い 1 ヶ月の休養になるかな？ 

相原会員    コメント無し 

 

※米山記念奨学会 

水島会員    本日 3 分間卓話です。よろしくお願いします。 

水本会員    お久しぶりです。 

藤田会員    オリンピック間近です！！ 

木下会員    ごぶさたです！ 

相原会員・山本 雅之会員  コメントなし 

 

※メイプル基金 

柳原会員    タチウオが釣れそうです。 

藤田会員    3 分間卓話 皆様宜しく！！ 

山本 友亮会員  コメントなし 

 

《本日のお食事》 

           

1．ピータン豆腐 ２．冬瓜のスープ 3．もち米焼売と稚鮎の春巻 

4．鶏とじゃがいものピリ辛炒め ５．蟹入り卵焼き ６．白飯・ザーサイ 

７．杏仁豆腐のシャーベットのせ 



 
＊＊＊＊＊ 3 分間卓話 ＊＊＊＊＊ 

水島 洋会員 

やはり今回も娘ネタでお話します。オーストラリアで知り合った彼氏と結婚し、岐阜県羽島市に

住んでいます。4 歳の男の子と 2 歳の女の子がいるのですが、最近家を建てると言い出しまして

土地は 150 坪とのこと。「150 坪？なんぼすんねん」と私が驚きを持って聞くと「2000 万円」 

だとか。何と私の伊丹の 30 坪の自宅土地と同じ値段。ところ変われば値段が変わるとは言え、

びっくりでした。最近、木材が 5，6 割高騰している様なので家の完成までには、もうしばらく

かかるかと思いますが「大きい家やった」とご報告する日が来ると思います。 

松田 親男会員 

私が通っているケーナ教室の事をお話したいと思います。本来楽器販売店なのですが、音楽教室

も開いていて、年 2 回の発表会がありますが、実際はお酒の入った宴会になり昔は 70 名、最近

は 50 名程で午後 1 時頃から 6、7 時まで楽しい集いが続きます。ところがコロナのせいで、楽器

も売れず、講習会収入も無くなり、今閉店の危機にありますので、私は授業料と称してカンパを

しています。フォルクローレは高齢者が多いので楽しむ時間があまり残されていません。皆で 

セッションを組んだり、音楽談義を交わしたり、そんな平穏な日が来てほしい今日この頃です。 

山本 友亮会員 

先日ラジオで聞いた話ですが、関西らしい話題がありました。酒類の提供がコロナ禍で禁止 

されている尼崎の居酒屋さんは店内の見える所に冷蔵庫を置いていて、中にはよく冷えたビール

等が入っていたそうです。冷蔵庫に貼り紙があって『当店ではアルコールの販売は致しておりま

せん。勝手に飲まれた方は 1 本につき 500 円の罰金をいただきます』と書いてあったそうです。

コロナ禍の中で笑ってはいけないのですが「販売はしていませんよ。罰金ですよ」という 

アピールがさすが関西らしいなと感じました。 

水本 徹会員 

前にもお話しましたが、孫の病気療養が続き、次女と孫 2 人が現在も同居しています。 

病状が悪化した場合は箕面市立病院や阪大病院で治療や入院の必要があります。 

嫁に言うと怒られるのですが、年寄り 3 人になるよりは娘や孫がいる方が楽しいのです。 

娘婿は名古屋で仕事をしているのですが、引っ越して来て北大阪・千里中央界隈で家を探して、

新幹線通勤すると言ってくれていますので、近くに住んでくれる事を内心嬉しく思っています。 

黒川 彰夫会員 

私は現在、帯状疱疹後神経痛で辛い思いをしています。薬を飲んでも痛みが治まらないのです。 

・焼け火箸で突き刺す痛み ・バナーで焼いた痛み ・電気を通した痛み 

・カミソリで皮をめくった痛み 瞬間にそれが起こります。椅子から立ち上がった時にも 

皮膚がこすれて痛みます。ですので、皆さん 私を動かすのは、なるべくやめて下さい。 

木下 健治会員 

私はこの 1 ヶ月半で体重 4Kg 減、血圧も 140/90 から 120/80 に下がりました。 

毎晩ジョギングをしました。在宅ワークが続いて肩こり、頭痛で体調が悪く、何とかしなくては

思っていました。山登り、ウォーキングは好きなのですが、走る事には抵抗がありました。 

しかし、走った後は気持ちが良くなり、ストレス発散にもなり、爽快感がありました。 

体重もみるみる減り、血圧も下がり、体力も付いて来ました。一石三鳥です。6 月 80Km  

7 月 65Km(現時点)走っていますので月間 100Km を目指します。体力を付けて愛宕山にも 

登りたいです。 

 

 


