２０１７年５月１１日発行

会報第８８１号

今週のプログラム

次週のプログラム

（２０１７年５月１１日 第８８１回例会）

（２０１７年５月１８日 第８８２回例会）

卓話：
「マーケテック」

卓話：
「私の既往歴」

担当：水本 徹 会員

担当：相原 正雄 会員

第８８０回例会 （２０１７年４月２７日）の記録
＜会長の時間＞

黒 川 彰 夫

先週の「移動例会」に参加下さった皆様、ありがとうございました。藤田親睦委員長には箕面温
泉での例会を企画して下さいまして、御礼を申し上げます。
残念ながら「花見例会」とはなりませんでしたが、箕面温泉スパーガーデンでのいつもと違った
雰囲気の例会で、楽しいひと時を過ごさせて頂きました。
さて、本日は第 3 回のファイア･サイド･ミーティングです。テーマは第 2 回と同様「創立 20 周年
記念例会に向けて」です。皆様の忌憚 ないご意見を伺いたいと存じます。
前回、式典と祝宴の二部構成で原則賛同を頂きましたが、何らかの「記念講演」を行うべきとい
う意見もみられました。例えば、桂米團治さんによる落語会や山本加奈子さん或は米山奨学生のク
レラさんの講演などはどうだろうかという意見が出ました。一方、山田会員の提案によりますと「イ
ベント」として桑名晴子氏、津軽三味線、オルゴール、ケーナ等は如何でしょうかとされています。
あるいは、いつもとは違った何か楽しい企画があれば是非ともご提案下されば幸いです。後ほどの
ファイア･サイド･ミーティングにて皆さんでご討論願います。例えば私は、ネイティブアメリカン
のお話などにも興味があります。
さて、全会員が確認しなければならないことは、
「創立 20 周年記念式典」の日時は 2018 年 6 月 9
日(土)に決まっているということです。10 周年、15 周年、RYLA そして 2 回の IM の実行委員長をさ
せて頂いた者から申し上げますならば、そろそろ本気モードにギアを入れなければならないと考え
ております。つまり、担当は既に決まっておりますので、担当の役目を各会員は認識し、
「式典に向
けて何をすべきか」お互いに相談しながら決めて行って頂きたいと考えております。
後ほどの第３回ファイア･サイド･ミーティングが実践的な会議になりますよう心よりお祈り申し
上げております。

＜お客様＞
・西形 方良 様

＜出席報告＞

（吹田 RC）

松田親男出席担当

＜ロータリーソング＞

全会員

♪国歌「君が代」♪
会員数（内出席免除会員 3 名）

23 名

♪それでこそロータリー♪

本日の出席者数（内免除会員 1 名） 17 名
本日の出席率

80.95 ％

前々回（4 月 13 日）の修正出席率 76.19％

＜ピアノ演奏＞

近藤美里さん

1 想い出の風景
2 薔薇のタンゴ
3

Yesterday Once More

＜幹事報告＞
１

木下健治幹事

大阪手をつなぐ育成会の情報紙が届きました。回覧致します。

２ RI 第 2820 地区 土浦南 RC 稲本 修一様より、お孫様の心臓移植のための募金協力のお願いが
参りましたので、チラシを各メールボックスに配布致しました。詳細を回覧致します。
３

次回例会は 5 月 11 日（木）に開催されます。

４

第 4 四半期会費納入期日は 5 月 2 日になっておりますので期日内にご納入の程、よろしくお願
い致します。

＜卓話＞：第３回ファイア･サイド･ミーティング
テーマ：
「創立 20 周年記念式典に向けて」

黒川彰夫 会長

本日は第 3 回のファイア･サイド･ミーティングを実施します。テーマは第 2 回と同様でして「創立 20
周年記念式典に向けて」です。
資料として、2008 年 6 月に実施された「10 周年記念式典」の A3 のスケジュール表として、記念式典プ
ログラム、記念講演、祝宴プログラムと「創立 20 周年記念式典のスケジュール(案)」と「山田会員案」
を配布しましたので、参考にしてご討議頂ければ幸いです。
第 2 回のファイア･サイド･ミーティングでは、式典と祝宴の二部構成で実施することが原則的に決定い
たしました。何らかの「記念講演」を行うべきという意見もみられましたが、具体的なことは決まってお
りませんでした。本日は、更に具体的な話し合いをしたいと考えております。
今日は、式典の構成をして行くにあたって、先ずイベント或はアトラクションをどのように企画するか
を決めていきたいと考えております。第 2 回では、桂米團治さんによる落語会、山本加奈子さんのラオス
の話、米山奨学生のクレラさんの講演などの意見が出ました。一方、桑名晴子さんの歌、相原会員がご存
知の津軽三味線、佐伯会員のオルゴール音楽会、本会員や家族による演奏会等の意見もありました。
前回の討論を踏まえて、皆さん方の意見は「桂米團治さんによる落語」はどうでしょうかという方向に
傾いていきました。承諾を得ることが出来たならば、「創立 20 周年記念式典」に錦上花を添えることが
出来るであろうと思われました。そこで、桂米團治さんに落語をお願いするには如何すれば良いかという
ことになり、村田会員と会長の黒川が連絡を直接取ることになりました。また、費用的な問題も話し合わ
れましたが、結論は出ませんでした。
さらに具体的な話となり、若しも「桂米團治さんによる落語」を実施するならば、式典と祝宴の二部構
成で実施する場合、祝宴でお願いすることになるが、酒の入ったざわざわした宴席での高座は米團治さん
に失礼であろうという意見が松田会員から出され一同納得。そこで、桂米團治さんの承諾が取れれば、記
念式典、記念落語会、祝宴の三部構成にする必要性があるのではないかと論じられました。
その後、水島会員からファイア･サイドで議論した内容を加味し、まとめられた具体的な「式典スケジ
ュール」が送られてきましたので、ここに紹介いたします。紙面の関係上、平易に記載します。
＜第 1 部＞記念式典を午後 4 時～5 時の１時間として、
式典開始の点鐘、国歌斉唱、ロータリーソング、来賓の紹介、水本徹会長の挨拶、来賓祝辞(地区ガバ
ナー：片山勉氏、パストガバナー：近藤雅臣氏)、祝電披露、出席報告と続く。
創立 20 周年記念事業として「ラオス農村部の保健衛生活動」に対する支援金の贈呈式を水本徹会長に
より施行。ラオスでの奉仕活動の内容を 5 分間程度紹介してから、山本加奈子准教授の挨拶と「今後のラ
オスでの活動について」20 分間程度のお話を頂くことにします。
閉式の言葉は 20 周年記念実行委員会委員長の相原正雄会員にお願いして、点鐘とします。
＜第 2 部＞「奉祝落語会」として、午後 5 時～5 時 30 分の 30 分程度としたいと考えます。
桂 米團治師匠（ただし、来年の 6 月の予定が未だ明確でないので予約は取れていない）
＜第 3 部＞「祝宴」として、午後 5 時 45 分～7 時までとします。
開宴の言葉（チャーターメンバー）、乾杯：パストガバナー井上暎夫氏、歓談、アトラクション（未定）
閉宴の言葉（チャーターメンバー）、ロータリーソング ｢手に手つないで」そして閉宴。
いずれにしましても、未確定な点が多く、詰めていかなければならない問題が山積していますので、全
会員ご協力をお願い申し上げます。

<ＳＡＡ報告>
＊スマイルボックス
藤田会員
黒川会長
相原会員
西本会員
コメント無

岸上和典SAA
花見例会にご出席の皆様、ありがとうございました。
本日のファイア・サイド・ミーティングをよろしく。
村田会員、ありがとうございました。
新緑の季節になりました。
山下会員・渡邊会員

＊ロータリー財団
山田会員
水本会員
藤田会員
水島会員
黒川会長
コメント無

せっかく来たのですが、急な打ち合わせで神戸にとんぼ帰りします。すみません。
藤田委員長、楽しい花見例会ありがとうございました。
５月５日、宝塚ゴルフお世話になります。
黒川会長、ファイヤーサイドよろしくお願いします。
先週は藤田さんありがとう!!
岸上会員・山下会員

＊米山記念奨学会
山田会員
藤田会員
松田会員
山本(友)会員
木下(健)会員
黒川会長
西本(詩)会員
コメント無

なつかしいスパーガーデンの変わり様におどろきました。藤田委員長ありがとうございました。
大型連休間近になりました。
来年度のプログラム作成中です。
お花見例会、楽しませていただきました。
藤田親睦委員長、先週はありがとうございました。
花粉症？
またや、緊張しています。
小山会員・山下会員・西本(明)会員

＊ラオス基金
藤田会員
木下(健)会員
黒川会長
相原会員
西本(詩)会員
コメント無

山本加奈子様からメールが来ました。お風呂が良かった様です。
ファイヤサイドミーティング、よろしくお願い致します。
ラオスに行きたい。
お花見例会、親睦の皆様、お世話になりました。
ツツジが五分咲きになりました。
山本(友)会員、山下会員

＊メイプル基金
松田会員
藤田会員
黒川会長
渡邊会員
西本(明)会員
西本(詩)会員
コメント無

藤田委員長、温泉付きの楽しい例会、ありがとうございました。
黒川会長、本日宜しくお願いします!!
２０周年記念を成功させよう!!
明日から武道の全国大会です。
花見例会、お世話になりました。
相原先生、お世話になりました。
山下会員・村田会員

＜編集後記＞
「創立 20 周年記念式典のスケジュール」を具体的に決めて行こうとしましたが、なかなか前進い
たしません。村田会員の仲介で桂米團治さんと電話で直接お話させて頂きました。米團治さんの
承諾がもっと簡単に取れると思いきや、やはり「正式に事務所を通して下さい」とのことでした。
さらに、彼も「相当の売れっ子」となったようで、来年の 6 月の予定が判明せず契約そのものが
難しいかも知れません。いずれにしても、pending の状態です。
松田会員担当のファインセッションの合計は 16,001 円でした。

（文責 黒川）

