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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 6 月月月月 8 日日日日))))    第第第第 2880 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君    演演演演        題題題題：「：「：「：「電力情勢電力情勢電力情勢電力情勢についてについてについてについて」」」」    
 先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2879 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 1 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ    ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー親睦活動月間親睦活動月間親睦活動月間親睦活動月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    宇佐美三郎君宇佐美三郎君宇佐美三郎君宇佐美三郎君    講講講講        師師師師：：：：出光興産出光興産出光興産出光興産㈱㈱㈱㈱販売部販売部販売部販売部    中日本中日本中日本中日本オフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャー                            河野俊明氏河野俊明氏河野俊明氏河野俊明氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「落語落語落語落語““““湯屋番湯屋番湯屋番湯屋番””””」」」」    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「四つのテスト」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー            伊藤哲朗君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            71 名    5 月 11 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員            20 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   15 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員            50 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    9 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率        80.28%      訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  97.06% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者    伊藤基君、三谷栄一君、宅見康悦君、寺田晏章君、山田勝弘君、八谷潤一君（ロータリー情報委員会）、寺田晏章君、篠田廣君、八谷潤一君、稲垣宏高君、前田昭生君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、加藤隆朗君、宅見康悦君、山田清三君、山本達彦君（役員理事委員長会議）、篠田廣君、 稲垣宏高君（あまＲＣ）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    篠田廣篠田廣篠田廣篠田廣会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト 本日は会長が例会欠席ですので、代ってご挨拶いたします。 まずは会長挨拶のリハーサルの機会を与えて下さった寺田会長に御礼申し上げます。会長エレクトとして 1 年があっという間に過ぎて参りましたが、まだ実感もわかず、会長としての心がまえもできておりませんが、皆様と一緒に 1 年間熱意を持って会長職を遂行したいと思っておりますので、よ

ろしく御協力の程、お願いします。     会長エレクトとして本年度中に、地区協議会、ＰＥＴＳと 3 回のＲＬＩ(ロータリー・リーダーシップ研修会)に参加し、5 月 27 日に松前ガバナーと千田ガバナーエレクトより直接、卒業証書 3 枚とバッジをいただき感激いたしました。         ＲＬＩは、毎回午前 9 時より午後 5 時までみっちりしぼられました。各セッションに分かれて、12～15 人位で 1クラスとなり「コ」の字型に座って、真ん中に研修リーダーが立って、課題やテーマについて順次会長エレクトが質問を受け、また各クラスで課題やテーマについてディスカッションするという念の入った研修でした。お蔭で次期会長として少しは自信になったと思っております。そして 2760 地区すべての次期会長と各セッションで顔合わせできるようになっており、たくさんの会長エレクトと親しくなることができました。 この形式は今年度の松前ガバナーが RI において世界中のガバナー研修会でされたのと同じだそうで、当地区で試験的に 3 年間施行される予定だそうです。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    八谷八谷八谷八谷潤一潤一潤一潤一幹事幹事幹事幹事    1. 本日『ロータリーの友』『ガバナー月信』各 6月号を配布致しました。 2. 去る 4/22 に行いました「『海部津島祭礼芸能事典』発刊記念講演会」の模様が、クローバーTV にて、本日 6/1～6/10 まで午後 3:30 と午前 0:30 から 90 分間の講演会特
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集として放映されますのでご覧下さい。 3. 6/5(火)に地区ロータリークラブ研究会が開催されます。次々年度会長、幹事と次年度職業奉仕委員長の生田達一君が出席されます。 4. 新入会員 2名が理事会にて承認されました。三菱東京ＵＦＪ銀行の三輪孝秀さんと、猪飼毛織㈱の猪飼充利さんです。異議のある方は来週の例会までにお申し出下さい。 5. 本日は第 1 例会ですが、理事会は次週に延期させて頂きます。 以上ありがとうございました。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2879287928792879 回分回分回分回分    小畑英雄小畑英雄小畑英雄小畑英雄ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員    河野俊明さん （お車代を頂きました） 寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 本年度も残すところ 1 ケ月となりました。ラストスパート。ころばないようにがんばります。 宇佐美三郎君 講師の河野俊明さんをお迎えして。 篠田廣会長エレクト 寺田会長の挨拶をさせて頂きました。 日比一昭君 ゴミゼロ運動では皆様に大変お世話になりありがとうございました。 幅辰雄君、浅井賢次君 ５３０運動欠席しました。 堀田力男会場委員長 本日の卓話のステージにおきまして相羽先生に大変お世話になりました。 浅井賢次君、浅井彦治君 松崎、河西両先生には大変お世話になります。今後も宜しくお願いいたします。 横井知代君 松崎先生にお世話になりました。有りがとうございました。 岡本康義君 小林啓子先生に大変おせわになりました。 堀田勝君 津島市社会福祉協議会の会長に就任しました。福祉の事で皆様にはお世話になります。宜しくお願いいたします。 服部貴君 30 年無事故・無違反の表彰状をいただきました。堀田勝さんありがとうございました。またカゼをひいて「５３０運動」欠席しました。申し訳ありません。 相羽あつ子君 堀田勝さん社会福祉協議会の大役あめでとうございます。お世話になりました。 服部昭三君 ①宇佐美三郎さんに大変お世話になりました。②名駅 JRセントラルタワーズ20階の日赤献血ルームへ津島市地区の皆さんと訪問しました。 坂井裕君 15 日欠席しますが家内がお世話になります。 堀田勝君、山田清三君、余郷利彦君 ウィークリーに写真が載りました。 大谷与志弘君、佐藤栄一君、城正憲君 八木秀雄君 その他。     

卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー親睦活動月間親睦活動月間親睦活動月間親睦活動月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    宇佐美三郎君宇佐美三郎君宇佐美三郎君宇佐美三郎君    講講講講        師師師師：：：：出光興産出光興産出光興産出光興産㈱㈱㈱㈱販売部販売部販売部販売部    中日本中日本中日本中日本オフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャーオフィスサポートマネージャー                            河野俊明氏河野俊明氏河野俊明氏河野俊明氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「落語落語落語落語““““湯屋番湯屋番湯屋番湯屋番””””」」」」              湯屋番(ゆやばん)は古典落語の演目の『滑稽噺』の一つで、落語によく出てくる「道楽者の若旦那」が主人公で、タイトルの『湯屋番』は「湯屋の番台」の略。江戸時代から続く古い話で、明治の大看板、初代三遊亭圓遊が得意としました。その後は代々柳家一門が得意とし、特に 3 代目柳家小さんが現代に通じるスタンダードな型を作りました。             【あらすじ】 吉原通いに夢中になった挙句に勘当され、出入りの大工・熊五郎宅の二階に居候中の若旦那。しかし、まったく働かずに遊んでばかりいるため、居候先の評判はすこぶる悪い。 とうとうかみさんと口論になり、困った棟梁は若旦那にどこかへ奉公に行くことを薦めた。 「奉公ですか？ 良いですねぇ、ご飯がいっぱい食べられる」 「それでは、家で殆ど食べさせてないように聞こえるじゃないですか」と文句を言う熊五郎。 「もちろん頂いてますよ、『死なない呪い』程度にね」 何でも、熊五郎の外出中にご飯を食べようとすると、必ずおかみさんが傍に張り付き、給仕と称して嫌がらせをすると言うのだ。 「お櫃のふたを開けるとさ、おひつを濡れたしゃもじでピタピタと叩き、平たくなった上っ面をす

 プロの落語家って顔ですね 
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っと削いで茶碗に乗せるんだよ。見かけはいっぱいだよ、だけど中身はガランドウだ、お茶をかけたらすぐ終わり！」 それじゃあ可愛そうだ。何とかすると言い、改めて奉公の話をすると、 「日本橋の槇町に奴湯っていう銭湯があるんだ。あそこで奉公人を募集してるって話だから、行ってみようと思うんだ」 という返事。 「あそこの女将が美人なんだよ。奉公している内にあそこの旦那が亡くなるだろ？ 死ななかったら僕が締め殺すさ。で、その跡継ぎに僕が納まって贅沢三昧をするんだ」 何だか妙な了見だが、行ってくれるだけましだと思った熊五郎であった。 さて、熊五郎に紹介状を書いてもらい、意気揚々と湯屋にやってきた若旦那。やって来るなり女湯へ飛び込み番台の主を仰天させた。度肝を抜かれた主人が、「とりあえず外廻りからやって貰いましょう」と言うと、 「札束をカバンにつめて温泉地を巡って研究して来れば良いんですか？」 という返事。木屑拾いだとわかると、 「色っぽくないですねぇ。汚い股引をはいて汚い半纏を着て、汚い手ぬぐいで頬かむりして、汚い大八車なんか引いちゃって。中村歌右衛門のやりそうもない役ですね」 と即却下。では煙突掃除でもと言うと、 「弁天小僧菊之助…ならぬ煙突小僧煤之助？ 市川海老蔵のやらない役ですね」 と、これも拒否。じゃあ何が良いのか聴いてみると、何と番台をやりたいという返事。要は女湯が見たかったというわけだ。 「素人には無理だ」という主を強引に拝み倒し、「主人が昼飯に行く間の代役」として若旦那、待望の番台へ。 ところが、当て外れで女湯は空。反対に男湯はギッシリ……。 「店じまいしたら戸を釘付けにして、女湯専門の銭湯に改造しちゃお」 がっかりした挙句、とうとう現実逃避を始めてしまった。 女湯にやってきた女が僕に惚れるんだ。年増…は興味がないし、娘は別れるときにごねて大変だ。だとすると似合いなのは…どこかの旦那が囲っているお妾さんかな。連れの女中に「ごらん。ちょいと乙な番頭さんだね」なんてね。 気を引くために糠袋の一つもプレゼントすると「ぜひ遊びにいらっしゃい」。いいねぇ…。 何気ない風を装って家の前を通りかかる。すると女中が見つけて 「姐さん、お湯屋の番頭さんですよ」 惚れていた男がやってきたんだ、女は泳ぐようにして表へ出てくる。 

「お上がりあそばして。今日はお休みなんでしょ」 「へい。釜が損じて早仕舞い」色っぽくないねぇ、「墓参りに」って言おう。 「お若いのに感心なこと。折角だからあがって下さい」 「いえ困ります」 「良いからおあがりィ」 「あの野郎、番台で自分の手を引っ張ってるよ」 気になったお客が番台に集まってきてしまった。 盃のやりとりになり、女が「今のお盃、ゆすいでなかったの」と、すごいセリフを言ったりして。じっとにらむ目の色っぽさ、困ったなぁ…。 「おい。あの野郎、自分で自分のおでこ叩いてるよ」 長居すると嫌われるから帰ろうと…じゃ、つまらないから、『やらずの雨』で帰れなくなっちゃうことにしよ。そのうち雷が鳴り出す、怖くなった女は女中に蚊帳をつらせて中で震えてる。 「こっちへお入んなさいな」 女に言われて中へ入る。途端に雷がガラガラドッシン!! 「あの野郎、番台から転げ落ちちゃったよ｣ 呆れた一人の客が横を見ると、顔中血だらけになった奴がいたりする。 「どうしたんだよ、あんた」 「あんまりあいつが下らないこと言ってるんでな、石鹸と間違えて軽石で顔こすっちゃった」 女は癪(しゃく)を起こして気を失う。盃洗の水を口移しにして含ませると、女がぱっちり目を開いて「今のは嘘」と色っぽく。 ここでとうとう芝居がかりになってしまう。 「雷さまは恐けれど、二人のためには結びの神」 「ならば今のは空癪か」 「嬉しゅうございます、番頭さん」 「馬鹿野郎!! いい加減にしろ!!」 ここでとうとうキレた客に殴られてしまった。 「俺は帰るんだ、下駄はどうした!?」 見ると、犬でもくわえていったのかどこを探しても見当たらない。 「参りましたねぇ。じゃあ、そっちの高そうなのをお履き下さい」 「これか? これ、てめえの下駄か?」 「いえ、中のお客の誰かのでしょう」 「おい。出てきたら大変だろ?」 「いいでんすよ。順ぐりに履かせて、一番おしまいは裸足で帰しますから」 …おあとがよろしいようで。     
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2881 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 15 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：児玉昭児玉昭児玉昭児玉昭君君君君    講講講講        師師師師：：：：和可葉会和可葉会和可葉会和可葉会    杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀    師匠師匠師匠師匠    演演演演        題題題題：：：：長唄長唄長唄長唄「「「「津島四季津島四季津島四季津島四季のののの眺眺眺眺」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    6666 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))例会例会例会例会のののの食事食事食事食事はははは、、、、津島名物津島名物津島名物津島名物のののの    「「「「信長信長信長信長めしめしめしめし((((越前越前越前越前）」）」）」）」ですのでですのでですのでですので、、、、欠席欠席欠席欠席されるされるされるされる    方方方方はははは前日前日前日前日までにまでにまでにまでに事務局事務局事務局事務局へごへごへごへご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（6666 月分月分月分月分））））    河西河西河西河西あつあつあつあつ子親睦活動子親睦活動子親睦活動子親睦活動委員委員委員委員    加籐則之君（ 7 日） 城 正憲君（18 日） 水野憲雄君（24日）     夫夫夫夫    人人人人    服部 貴夫人( 8 日）   三谷栄一夫人（12日）  寺田健一夫人（13日）  鶴見治貞夫人（29日） ごごごご主人主人主人主人    河西あつ子君（ 6日）  横井 知代君（22日）  結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福 小畑英雄君（3日） 

 そのそのそのその他他他他                                                      ザザザザ・・・・ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアン2012201220122012 年年年年 5555 月号月号月号月号よりよりよりより            ボリビアボリビアボリビアボリビア  ケープジラード・ロータリー・クラブ（米国ミズーリ州）のビル・プロストさんが 2010 年に立ち上げた水プロジェクト「Five for Water」によって、ボリビアで 8つの井戸が建設されました。 このプロジェクトは、Green Mountain Coffee社との協力の下、フェアトレード（公正貿易）の有機栽培コーヒーを購入し、地域社会で販売するよう米国のロータリー・クラブに呼びかけるもので、すでに 300 以上のクラブが参加しています。184,000 ドルの収益が上がっており、その資金は10 のコーヒー原産国で、5万人以上の人々に恩恵をもたらす水プロジェクトのために利用されています。      

カナダカナダカナダカナダ  キャンベル・リバー・デイブレイク・ロータリー・クラブ(カナダ)は、「I Love When We Count」という教育ＤＶＤを制作し、数学能力向上を推進しています。クラブは、地区からの補助金を得た上で、地元の学区と協力してこのＤＶＤを制作しました。これは 6歳までの子どもを持つ親を対象に、子どもがどのように日々の生活で数字に親しむことができるかを紹介しています。2008 年以来、3 地区の 7 つのクラブが 1,512 枚を購入し、地元の家庭に無料で配布しています。  ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド   2011 年にクライストチャーチを襲ったマグニチュード 6.1 の地震後の救援活動で利用された救急車の設備を新しくするため、世界中のロータリー・クラブが 7万ニュージーランド・ドルを集めました。この地震では、180 人以上が死亡し、1,500 人が負傷しました。昨年 12 月、田中作次会長エレクトが、小切手を手渡しました。      「「「「デンドロビウムデンドロビウムデンドロビウムデンドロビウム」」」」    愛知県は全国一のラン生産地で、名古屋市のテーマパーク「ランの館」は 1993年に建設されましたが、昨年の事業仕分けで廃止が検討されました。 ラン科植物ノビル系のデンドロビウムは丈夫で育てやすく、初心者向きのランの代名詞といわれます。花色はピンクの濃淡や黄色、白などの明るい色です。デンドロビウムという名前は、ギリシャ語のデンドロン(木)と、ビオン(生きる)を組み合わせたもので、花の特徴である大きなバルブを挿しているようです。               文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                   

 今日は会長挨拶の練習をします 

篠田廣会長エレクトと児玉昭 S.A.A. 
 副会長を卒業したんですがね 

佐藤敬治前年度副会長 稲垣宏高幹事エレクトより次年度のお知らせ 


