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（ 1月28日）

月 間 テ ー マ（ 2月 ）

会長挨拶
会長

平和と紛争予防/紛争解決月間

金森 市造

2021年2月4日
第1305回（本年度 第27回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 私の大阪検定
上山 英雄 会員
※次週2月11日
（木）
の例会は休会日です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 2/18 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 日本力「茶の文化」
担当：北村 讓 会員
講師：茶道裏千家直門正教授／
大東中央RC会員 青田 宗朝 様

先週より例会を再開させて頂きましたところ、会員各位の協力により
コロナ禍ではありますが通常通り執り行うことが出来ひとまず安堵し
ております。
コロナウイルス感染予防・防止は、飛沫感染に注意しなければならな
い！ということで、座席も食事形態も当分の間1テーブル一人、会席弁
当とさせて戴きますのでご理解下さい。

また、食事中は、先週もお伝えしましたが『黙って頂

る人を時々見かけましたが会員の減少でしょうか？

く！』
・
『食事に集中する！』
と言うことになります。今ま

最近見かけることが少なくなりましたね。
なるべく、常

では、楽しい会話をして食事を頂くことが親睦を図る

時徽章をつけましょう！その昔、先週の戸田会員のレ

上にかかせないことのように思っていましたし、
『無

ジメの中で、徽章をつけていると外国の空港での入

言で頂く！』
と
『場がしらける！』雰囲気になり
『何か気

国審査が甘くほとんどフリーパスに近い取り扱いを

に触ることでもあるのか？』
と不信に思われることに

受けられた事例を私も聞きました。先人のたゆまぬ

なりかねなかったですね。

努力で築かれたロータリーの徽章に誇りを持ち、維

楽しい会話をしながらの食事が出来ないことは残念

持・向上に努力したいものです。

な事ですが、
また違った面が見られる機会になると
思いますので、良い面を発見していきましょう！
先日『黙食に協力願います！』
という張り紙を出して
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幹事 村上 俊二

いる店があることをニュースで知りました。私達が先
週から例会で頂いている食事形態がまさに『黙食』
ですよね。私達は、先取りしていることに自信を持ち
ましょう。
また、黙食することにより頂く食材に目をやり、食材の
味を感じ、一口入れることに噛める食感を覚える、
さ
らには噛むことに集中することで消化液である唾液
とよく馴染み消化吸収が良くなると、
まさに自分が生
きるために食材を頂くというより、目の前にある食材
の
「いのちを頂く」
ことに感謝できる時間となりました
ね。
しばらくご協力を願います。
ところで本日は、
卓話時間に親睦活動小委員会による
「初笑い落語会ならびに抽選会」
を開催して戴きます。
コロナ禍の中で、上期に準備して頂いた企画がこと
ごとく中止となりましたが、本日開催できること嬉しく
思っています。大いに笑って
「コロナを吹っ飛ばしま
しょう！」
コロナ関連について、私どもの業界雑誌に記載され
ていた物のコピーを本日配布させて頂きました。
ご一
読頂き日々の
『コロナ感染予防実践』
の参考にして頂
ければ幸甚です。
― 私がロータリーで見たこと・知ったこと
（2）―
私が入会した約30数年前ではロータリーの会員に
なることには、大きなハードルがありました。1業種1

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
皆様ご承知のとおり例会はオンライン（zoom）を併
用することで開催されています。今日のzoom参加予
定者は4名の予定であります。
例会開催する以上感染対策を十分行いましよう。体
温の検温、手洗い消毒、マスク着用の義務化をはじ
め、
スクール形式の座席とお弁当式の昼食で人との
距離を保ちその接触を減らすことで飛沫感染を防ぐ
ことが重要であります。従って例会開催中、報告の時
もマスク着用でおねがいします。
それではこれからの
行事予定を申し上げます。
■1月28日
（木）、本日は親睦活動小委員会によりま
す林家染二師匠の新春落語会及び新春福引会を
予定しています。満村委員長よろしくお願いします。

人そしてクラブのテリトリーがありそのテリトリーの

■1月30日
（土）、地区ロータリー財団補助金管理セ

中で1人ということです。即ち、会員は、
その地域の自

ミナーがオンライン（zoom）方式で14時から17時

分が生業としている職業の代表者という自覚を持ち、

まで開催されます。

専門職として常に
『4つのテスト』に照らして取り組む

■2月4日
（木）、
この日の卓話は上山会員となってい

気構えを揃えている証左の証として常に
「徽章」
を胸

ます。上山会員ご準備よろしくお願いします。

につけることを教えられました。
（ただし、例外事項が

また、第9回3月度役員会が例会前にて11時半より

2つありました）
一昔前では、市中でロータリー徽章をつけておられ

開かれます。
例会終了後クラブ戦略計画委員会が寿の間で開

かれます。
それぞれ役員及び委員の方々ご出席よ

ています。北村讓会員ご準備よろしくお願いします。

ろしくお願いします。

また、第1回ノミニー理事会が11時半より開催され

■2月11日
（木）、
クラブ定款により休会となっており
ます。

ます。
例会終了後第9回3月度理事会が開かれます。

■2月16日
（火）、第4回IМ6組・会長幹事会（六輪会）
がオンライン併用にて18時30分から開催されます。
■2月18日（木）、
この日の卓話は北村讓会員となっ

■2月25日（木）、
この日は国際奉仕委員会のクラブ
フォーラムがあります。高島委員長ご準備よろしく
お願いします。

新春落語会と福引き会

親睦活動小委会

満村 和宏 委員長

金森年度が始まって以来、親睦小委員会の企画は、

すが、初代の染二で、むかし一世を風靡したザ・パン

ことごとく中止となりました。
クリスマス家族会の為に、

ダのメンバー
（月亭八方、桂きん枝、桂文珍）
だった林

マジシャン隼人さんやピアニスト吉田さんのご紹介

家小染さんの弟弟子です。2代目染二さんは、
お師匠

の弦楽3重奏の出し物を準備していましたが、やはり

さん共々派手なタイプではないものの、芸達者で、特

コロナの第3波の影響で中止となったことは残念で

に人情噺（中村仲蔵など）の名人です。落語好きの方

なりません。今回も、再度の緊急事態宣言発出の為、

には定評のある噺家さんです。

中止になるかと思いましたが、会長の発案で、
スクー

今回の落語は、落ちとか肝になるところのさわりを紹

ル形式での例会開催となり、落語会も流れることなく
開催できました。

介する内容でしたが、一度本格的な噺を聞いて頂け
ればと思います。又、寄席囃子についても、普段知ら

コロナはやっかいであり、侮れないものの、染二師匠

ないことが聞けたし、川の音、滝の音、雨の音、
はたま

の話にもあるように憂鬱な気分は免疫力を下げると

た雪の音等、
自然界の音の表現は普段の即物的な感

思います。正月気分を感じることが少なかった皆様に

覚しかない私にとって、新鮮に感じました。人間国宝

は、笑うことで免疫力を上げ、少しでも心の潤いに

桂米朝さんや桂枝雀さんなどの出囃子の多種多様さ

なったので有れば幸いです。

に感心し、最後のおおさか締めでは、なにわ風情を

さて、2代目林家染二さんとは、私が行きつけのラウ

感じさせていただきました。

ンジ（スナック？）の常連を通じて知り合い、楽しく交

福引きでは、栗山さんが、一等を引かれ、運の強さを

流を持たせて頂くようになりました。昨年10月に、法

発揮されました。外れはないものの、今年初めの運試

テラス大阪で、恒例の法テラス寄席と称した落語の

しはいかがでしたでしょうか。

無料鑑賞会を企画していましたが、
コロナの関係で

次の親睦行事は、3クラブ合同懇親会です。中之島主

中止となり、染二師匠の落語会をどこかでやりたいと
考えていたところだったので、良い機会になりました。
染二師匠のお師匠さんは、今は染丸と言われていま

催で、3月25日に、マジックショーを楽しみたいと思
います。請うご期待。
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ニコニコBOX
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金森：満村委員長はじめ、親睦委員会の皆様、本日の
ご準備ご苦労様です。楽しみです。
村上：満村委員長、本日新春落語会、抽選会楽しみです。
辻（一）
：本日素晴らしい企画ですね。ありがとうござ
います。
栗山：満村委員長、親睦委員の皆様、本日のご準備お
疲れ様です。落語講演会楽しみです。
戸田：梅が少し咲きましたね。
高島：満村委員長有難うございます。楽しませていた
だきます。
吉田：ニコニコ
嶽下：ニコニコです。
下岡：ニコニコ
前田：最近夜のお店が休みだったり早く終わったりで、
淋しい毎日です。
檜皮：親睦活動小委員会の皆様、本日の落語会ご準
備有難うございました。
植屋：今日の元気でニコニコ
満村：今日は落語と福引を楽しんでください。

本日合計 : ￥36,000

2月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
安達 昌弘 ［17日］
岡本 啓吾 ［22日］
村橋 義晃 ［25日］

累

●出席報告

●結婚記念日
岡本 啓吾 ［ 7 日］
西田 末彦 ［11日］
丸山 澄高 ［15日］
辻 義光 ［15日］
杉村 雅之 ［16日］

計 : ￥621,000

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
31名
（リモート参加3名）
欠席者
4名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率

88.57 %

●本日のゲスト

林家 染ニ 師匠・林家 愛染 様

0名
0名
4名
0名

ほか2名

1月28日のメニュー
口取り

石狩漬け 卸
袱紗玉子 焼魚（鰆） 公魚（ワカサギ）
鴨 柚子柿 蒲鉾 初神

造

里

鯛

焚

合

信田巻き 小芋
梅麸 蕗

烏賊 あしらい
湯葉

外付け

茶碗蒸し

食

白飯 ゆかり 香のもの

事

