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前回例会（2554回）10/23の主な内容
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「日本のホテル事情」

前田 倫男会員

担当：職業分類・会員選考委員会

1、もみじ 2、テネシーワルツ ３、ジュ・テ・ヴ

2610月23日

10月09日

例会日 出席 欠席 出席率

65.00%【会員42名】

メークアップ4名 （72.50％）

15（内免除者
2名）

29（内免除者
2名）

「 ヒッグス粒子とは何か

熊澤先生にささげて 」

博多 尚文会員

担当：ロータリー財団委員会

◎ 幹事報告 正木 一光

1、10月30日（水）の例会は休会です。

2、地区大会のご案内をメールBOXに配布しています。

本日のピアノ演奏

ロータリー財団月間

◎ビジター紹介
二井 清治様（豊中南ＲＣ）

◎ 会長の時間
会 長 菊田 芳

この絵は何だかお分かりになりますか？先日の家
族日帰り旅行で、もしかして「たいこもち」と一緒
にお目にかかったのではありませんか。

（～次ページに続く～）

お客様の受付

は
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卓 話

辻村 会員 貴重な卓話の時間をいただきありがとう

ございます。又本日欠席のお詫び。

石谷 会員 先日の家族親睦会急遽欠席で申し訳あり

ませんでした。残念でした。

中道 会員 浅見さんカメラマン御苦労様でした。

石井 会員 先週末、京都親睦旅行では森本委員長始

め、菊田会長、佐治会員、他参加の皆様

に色々お世話になりました。

石橋 会員 ギオンの夜は楽しかったです。森本委員

長そして佐治会員ありがとうございました。

白井 会員 森本委員長並びに親睦委員会の皆様、大

変楽しい経験をさせて頂き、どうも有難

うございました。

川村 会員 秋の日帰り旅行楽しませてもらいました。

親睦委員長をはじめ委員の皆さんに感謝です。

内藤 会員 土曜日の旅行、 急用で行けなくなりまし

た。申し訳ありません。

三浦 会員 森本親睦委員長、佐治パスト会長、貴重な

楽しい体験をどうも有難うございました。

水谷 会員 親睦活動委員会の皆様、土曜日は楽しい京

都を有難うございました。

吉川 会員 幼稚園の入園面接の為10月・11月は欠席が

多くなり申し訳ありません。

正木 会員 親睦委員会の皆様有難うございました。楽

しい一日でした。

10／23 誕生・ニコニコBOX 399,000円

これは「もしもし屋」と云って難波新地溝の側付近
や道頓堀芝居裏の坂町、新町塀の側などの貸席屋の客
引き風景で冬は店土間の一隅で炬燵にあたりながら「
もしもし」と表を通る遊客を呼び込むもので、この貸
席を一現茶屋と云いました。

現代ではさしずめ心斎橋あたりで客引きをしている
カラス族でしょうか。

大阪シャレ言葉

「雑魚場の不漁（シケ）で、鯛なし（台なし）や」

用例 「やっと苦労して取ってきた商談やのに、あの

課長の一言で・・・。雑魚場の不漁になってしも

たわ」

意味 「・・・・・・・。あの課長の一言で台無しに

なってしもた」

「 10分間卓話 」

市橋 智昭 会員

保育園てどんなところかな？
・ 見学に来られる方は守口市にお住まいの方がほと
んどですが、中には保護者の方の仕事の都合で、他
市から来られる方もいます。

・ お母さんとお子さんで来られる方が多いです。中に
はお父さんも一緒に来られる方もいます

・ 園長か事務長あるいは主任保育士が保育園の中を案
内します。
その時に保護者の方は『部屋の構成の仕方』『明る

さ』『トイレの様子』のほか、『各クラスの子どもの
様子』『保育士のかかわり方』なども鋭くチェックさ
れます。

・ 積極的に質問する方、何を聞いたらよいか分からな
い方、見学者が何人かいる時はほかのお母さんが質問
するのを聞いて納得する方などいろいろな方がいらっ
しゃいます。その都度、わかりやすく丁寧に説明させ
ていただいています。

保育園と幼稚園はどう違うのですか？
保育園は厚生労働省が管轄する児童福祉施設、幼稚園

は文部科学省が管轄する教育施設です。また、保育園で
は概ね0歳～小学校入学前の子どもを預かるのに対して、
幼稚園は概ね3歳～小学校入学前の子どもを預かります。
入園要件としては幼稚園には特段の要件はありません

が、保育園に入園するためには保護者が働いていたり、
家族の看護や介護をするなどにより、子どもを家庭で保
育できない、いわゆる「保育に欠ける」という要件が必
要となります。

私立保育園は保育料が高いと思うのですが1カ月に
どれぐらいかかるのですか？
同一市内の私立・公立とも保育料はまったく同じです。

保育料は保護者の皆様の前年分所得税の合計額あるいは
前年度市民税額によって決定されます。

入園手続きの流れ
守口市役所 福祉部 児童課（守口市京阪本通2-2-5

守口市役所内 代表06（6992）1637）または当園へ保護者
の方がお越しいただき、所定用紙をお渡ししますので、
ご記入のうえ、在職証明書並びに前年分源泉徴収票また
は前年分・確定申告書控の書類を併せて、守口市役所
福祉部 児童課または当園まで提出してください。

（～「会長の時間」前ページからの続き～）



「 10分間卓話 」

岡本 博雄 会員

仕事は主に、飲食店、弁当屋、レストラン等で、メー
カー・問屋さんから直接納品していただいている。店舗で
はお持ち帰り専門です。

「知って損のない話」
お米⇒ごはんの話 （洗い方・炊き方・保存の仕方）

洗い方＝
○まず釜は、洗剤で洗わない。
コーヒー等も同じです。 （サイフォン・ロート）
洗剤で毎日洗っていると蓄積するのと、釜が早くいたむ。

○始めは水を垂れ流すように洗う。カネのザル等で量に
もよるが30秒～1分（３合か５合位）水をかけて１回目は
タレ流して、２回目は下にボール等ひいて洗う。

○昔は研ぐ、今は精米機の向上で洗いすぎに注意。透明
まではダメ。白く濁りを残す。いわゆるデンプン質を残
す。これがうま味。

炊き方＝
○薪・ガス・電気、（ガスの場合炊き上がった後、30秒
後もう一度スイッチを入れるとおこげが出来る。）

○新米は30分位漬ける。古米は1時間以上つける。
○蒸らし方は5分～10分位ピィーと音がしたら空気を入れ
てまめに、混ぜる。

保 存＝
○長く置く時は空気を入れ替える（混ぜる）
○熱いうちにラップ等に入れて少し冷ましてから冷凍する。
○お米は買い過ぎない事、2～3週間で1ランク下がる。
○玄米で14度で長期保存する。

近のセミナーでお客様の関心が高かった話題を２つ
ご紹介します。

１、人気ドラマ「半沢直樹」の話題
原作は、池井戸 潤 の小節「オレたちバブル入行

組」です。原作者は１９８８年に三菱銀行に入行。
翌年の1989年12月29日には日経平均 高値38915円

をつけ、現在は15000円です。
主人公の半沢直樹はバブル末期に入行しバブル崩

壊ご処理に奔走します。
日本経済もバブルの頂点から23年もの間、デフレ

に苦しみました。

2、インフレの話題
1968年に起きた3億円事件
7年の時効を経て犯人がお金を使ったら価値は何と

半分の1億5000万。
仮に犯人が盗んだのが株券だったら7年後の価値は

倍の6億円。
インフレはお金の価値を減価させるというお話です。
アベノミクスで長年続いたインフレを脱却できる

か？日本経済の行方が注目点です。

「 10分間卓話 」

浅見 律子会員

◇◇◇委員会報告◇◇◇
親睦活動委員会 （浅見委員）

秋の家族親睦会ご参加の御礼

社会奉仕委員会 （石山委員長）

守口市民まつりのご案内

日時：11月3日（日）10：00～16：00

場所：京阪百貨店駐車場

（ふれあい広場）

（当日は、カレンダーを配布致

ますのでお手伝い宜しくお願い

致します。）

◇◇◇委員会報告◇◇◇
松尾会員より

（守口門真歴史街道推進協議会）

守口宿歴史文化マップ作成、

協賛のお願い

佐治会員より

家族親睦会に於きまして、

二次会ご参加の皆様いろいろ

有難うございました。
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