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RI テーマ
ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！

Rotary International
国際ロータリー会長
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八尾東ロータリークラブ
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四
四つ
つの
のテ
テス
スト
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

＊梅澤 喜八郎ガバナー補佐＆

第 2093 回例会

林 芳繁ガバナー補佐エレクト クラブ訪問

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

6 月 17 日（金）

☆卓話「特許について」 安田 憲司会員

第 2092 回例会
① 開会 点鐘

＊6/18（土）

② ソング ｢クラブソング」

第 2660 地区

③ ビジターの紹介

2016-17 年度のための会員拡大増強セミナー

④ 会務報告

於：大阪ＹＭＣＡ ２Ｆ

｢会長の時間｣「幹事報告」

登録受付 13：30～

⑤ 委員会報告

大ホール

会議 14：00～17：00

山田次年度副会長、品川次年度会員増強委員長

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

出席予定

⑥ 「ロータリーの友」紹介
長尾 穣治広報・雑誌委員長
2016 年 6 月 3 日（金）
出席報告

⑦ 新旧クラブ協議会
・協議会 13：00～15：30 予定
（＊閉会
⑧ 閉会

点鐘

13：30 に行う）

点鐘

＊6/16（木）第 89 回四輪会ゴルフコンペ
（ホスト：八尾ＲＣ）
於：春日台カントリークラブ

会員数

出席数

出席率

第 2091 回

28 名

18 名

69.2％

第 2089 回

28 名

17 名

68.0％

備 考
出席義務免除
4 名（出 2）
補
填
1名

ニコニコ箱
●浦本さん、卓話よろしくお願いします。
上田 郁生会員

ＴＥＬ：0743-69-2133
集合：8：00

例会数

●①浦本さん、急な卓話ご苦労さまです。

8：34 スタート

②森田さん「お心遣い」ありがとうございます。

高橋会員、辻田会員、柳会員、山田会員
参加予定

鈴木 洋会員
●浦本さん、京都でゆっくりしてきて下さい。
森田 時男会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●次男の体操、ここ 2 試合不振続きなので、ニコニ
コで厄払いです。

山田 哲男会員

世界で唯州核兵器を使用した国の大統領が、唯一
の核兵器被爆国の現地を訪問し、献花し、被爆者

●今年度も残り 1 ヶ月となりました。6 月 1 日、大橋

とも面会をしました。被爆地において核兵器廃絶

さんに同行してもらい、八尾市役所にアール・ブ

に向けた演説をしたことにより、核兵器保有国が

リュットの広報活動に行って参りました。

どのように感じるのか分かりませんが、この訪問

長尾 穣治会員

がきっかけとなり、将来的に核兵器が世界中から

●浦本さん、ぶぶ漬けのお話楽しみです。よろしく。 なくなることを願います。
奥田 長二会員

幹事報告

●本年も誕生日を祝っていただいてありがとうござ
います。

池本 繁喜会員
①次週 6/10（金）は新旧クラブ協議会を開催致

●今回合計

●累計

しますので、皆様、出席お願いします。

9,000 円

728,794 円
6 月誕生月祝
辻田会員・池本会員

6 月結婚記念日祝
安田会員

会長の時間

「ぶぶ漬けでもどないでっしゃろ」
浦本

修三会員

「ぶぶ漬けは、いかが」は「そろそろ帰って」
という意味というのは、本当か？

5 月 26 日、27 日の伊勢志摩サミットも無事終了し、
三重県にも平穏な日が戻ったようです。そしてサミ
ット終了後に、歴史的な出来事がありました。現職
のアメリカ大統領であるオバマ氏が被爆地である広
島の平和記念公園を訪問し、献花をしました。謝罪
の言葉はありませんでしたが、核兵器廃絶に向けた
演説を予定の 5 分を大幅に上回る 17 分間行い、各国
からも高い評価を得ているようです。

よく聞く話に、京都では「ぶぶ漬けは、いかがど
すか？」と聞かれたら、「そろそろ帰ってくださ
いな」という意味だといいます。 ぶぶ漬けとは、
お茶漬けのこと。酒呑みにとって、最後に食べる
ものなので、転じて、そういう意味になったのだ
と、よく説明されています。
さらに、もし本当に食べて帰ったら、もののわか
らないヤツというか、空気の読めないヤツとされ
る、といいます。

サミットや広島訪問の映像を見ていて気付かれた方

本当でしょうか？

もいるかもしれませんが、大統領周辺にいつも黒い

実は、これ、大阪で発達した上方落語の「京の茶

バッグを持った軍人がいました。あの中身は何でし

（ぶぶ）漬け」に出て来る話が、一人歩きしてい

ょうか？実は核兵器の発射指令装置が入っているそ

るようです。

うです。大統領が動く時には常に一緒に行動してい

ある客が、京都での用を済ませて帰ろうとする

るようです。核兵器の被爆地に核兵器の発射指令装

と、「何もおへんけど、ぶぶ漬けでも」と勧めら

置を持ち込むのはいかがなものかという意見もあっ

れ、「ちょっとだけ」と返事してしまいます。

たようですが、広島市民も概ね好意的に受け入れた

その結果、台所では、

ように見えました。

「厚かましおすな」

6 月度定例（新旧）理事会報告

「常識がおへん」と、言われたい放題となってし
まいます。

●日

時：2016 年 6 月 3 日(金)

京都の人の中には、「法事以外に、よそ様をご飯

例会前

に呼んだり、呼ばれたりということはないので、 ●場
話自体が成り立たない」という人もいます。

11：10～12：20

所：例会場

●出席者：新旧理事役員 9 名

人をもてなすのなら、仕出しの料理を取り、ぶぶ
漬けなんか出さないので、おかしいというので

本年度案件：

す。確か、京都検定でもそのような解説があった

幹事：上山

惣太

と思います。
ただ、「火のないところに煙は立たぬ」ともいい

①会計報告（5 月分）⇒承認

ます。
京都の人に「おうどんでも取りまひょか？」と聞
かれたら、「ぶぶ漬け」と同じ意味になる可能性

②次年度人事案件の件
⇒次年度理事及びロータリー財団委員長である

があるのでは…。

森下慶治会員より体調不良のため、両役職から

相手の目を見て、目が笑っているか、笑っていた

の降格願いが出された。これにより大橋秀造会

としても、真意は別のところにないか、敏感に察

員に両役職への就任を依頼し、了承頂いた。よ

しなければなりません。ああ、疲れる。

って、大橋会員は次年度理事及びロータリー財

また、「ぶぶ漬け」は有名になりすぎて、始まり

団委員長に、森下会員は広報雑誌委員会の委員

はともかく、今は、京都でも「早く帰れ」という

に就いて頂くこととする。（承認）

意味だと思っている人は、少なからずいます。
③会員

職業分類変更の件

私などは、もともと九州男児で、しかも東夷（あ

⇒高橋会員、中澤会員より会社変更のため、職業

づまえびす）の地で育ったので、「せからしか！

分類の変更依頼があり、池本会員増強（職業分

言いたいことば、はっきり言うたらよか！（うっ

類を含む）委員長の承認も得たので、2 名の職

とうしい。言いたいことは、はっきり言ったらよ

業分類を下記の通りに変更する。

いのに」と言いたい面はありますが、これは、さ

①高橋会員の職業分類を大分類 2.建設関係

まざまな権力者に翻弄された京都の人々が、長年
の間に蓄積した智恵ではないかという気がしま

中分類 1.工事業

小分類 3.内装仕上に変更

②大分類 4.商業 中分類 1.商業

小分類 4.ベ

す。

ビー服配布の小分類を小分類 4.ベビー服製

はっきりものを言うと、場合によっては命にかか

造・販売に変更し、中澤会員の職業分類とす

わるので、どうとも取れる言い方が発達したので

る。
（承認）

はないでしょうか。それが「奥ゆかしい」という
文化となり…。

④6/24（金）アール・ブリュット展覧会について

ちなみに、京都のぶぶ漬けは、決してまずくはあ

⇒例会後、全会員で訪問。会長挨拶あり。
（確認）

りません。それどころか、実においしいです。
宿で漬け物をもらって、いろいろ試してみてくだ
さい。

⑤活動報告書の確認
⇒3 名未提出。幹事より催促する。（確認）

「京都観光街めぐり」より引用
http://kazenotabi-kyoto.com/wonders/bubuzyke.html

⑥活動報告書の確認
⇒3 名未提出。幹事より催促する。（確認）

⑦2015-16 年度最後の会員懇親会の件
⇒本年度は開催しない。（承認）
以上
次年度案件：
次年度幹事
1.

高橋 広一

規定審議会においての変更の件
⇒担当者

上田会員、中澤会員、高橋会員、大

松会員とし、当クラブではどのように変更す
るかを今後決めていく。（継続）
2.

出席義務免除届について
⇒免除希望の会員に書類を送付する。（確認）

3.

出席義務免除対象者ではない長期欠席者に
ついて
⇒長期欠席願いの提出をお願いする。（確認）

4.

次年度副幹事の件 ⇒決定保留。（継続）

5.

恒例の各種団体への会費等について

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

⇒八尾市市民憲章推進委員会への会費のみ継続
（承認）
6.

次年度奉仕・親睦活動について
⇒社会奉仕事業としては、本年度より小規模で
アール・ブリュット展覧会への支援を継続予
定。
国際奉仕事業については、ダウンタウンマニ
ラＲＣと共に次年度も共同事業を行う予定。
（詳細は未定）
親睦活動は、今後決めていく。（確認）

7.

旧役員慰労会について
⇒高橋次年度幹事が日程・場所を調整。
（保留）
以上

