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新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日

http://www.shin-osakarc.jp
■ 事務局

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@m6.dion.ne.jp
■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／片岡 重裕 幹事／松本 正 会報委員長／田中 宏 会報副委員長／松本 圭右
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2013.1.9

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊

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

1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3.
ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
http://www.shin-osakarc.jp
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。

http://www.shin-osakarc.jp

第 1307 回例会報告 （12 月 19 日）
■司会進行
SAA 中川会員

＜本日のプログラム＞
第 1308 回例会／2013 年 1 月 9 日
本日の挨拶
「ボンジョルノ Buon giorno」 （イタリア語）
標
語
「Peace Through Service」
「奉仕を通じて平和を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング 「我がロータリーに栄えあれ」
奉仕の理想 かかげつつ
明るい笑顔に 支えられ
飢えに苦しむ 人々に
優しい愛の手 さしのべて
築こう幸せ 世界の平和
ああ 我がロータリー
栄えあれ
卓
話
会長エレクト挨拶
横山 洋一郎 会長エレクト

「奉仕を通じて平和を」
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■ロータリー・ソング

SAA 松川会員
SAA 吉田会員

■来賓紹介
SAA 松川会員
（株）ワークアカデミー
松田 理紗子 様
会 友
宮崎 信夫 様
会員令夫人の皆様
片岡 仁美 様、田中 絹子 様、花原 久子 様、
松川 美穂子 様、村角 克恵 様、
横山 有紀江 様、吉田 文子 様、宮崎 和子 様
（あいうえお順）
■出席者報告
SAA 中川会員
第 1307 回例会 2012 年 1２月 19 日
会員数 35 名
出席数 26 名

出席率 80.00％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1306 回例会（12/12）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 82.86%

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次

新大阪ロータリークラブ
敬
菅本

弔

憲市郎

会員

２０１２年１２月３０日逝去（享年７４歳）

新大阪 RC チャーターメンバーの一人で、創立以来誠心誠意クラブの為に尽くされた真の
ロータリアン菅本会員の、数々の功績を讃えると共に謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
1986～87 年度 幹事
1997～98 年度 会長
マルチプル４ポールハリスフェロー
第 7 回米山功労者マルチプル

■１２月１９日 例会の様子
■会長の時間

会長

片岡 重裕 ■東日本大震災義援金報告
2012.12.19

１２月 １９日 ３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、生尾会員、久富会員、山本（恵）会員
本日の合計
今年度累計

米

山

４,000 円
107,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、生尾会員、久富会員、山本（恵）会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
生尾会員
稲田会員

菅本会員
花原会員

「奉仕を通じて平和を」
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5,000 円
114,000 円

報

告

松尾 会員
ゴルフコンペ優勝させて頂きました。
長期の欠席、お詫び申します。この
度突然、１０月７日朝、脳梗塞におそ
われ病院に直行です。幸い、後遺症
もなく頭もぼけておりません（もともと
老人ボケはしておりますが。）しかし、
１か月余りの入院生活で足腰の筋肉
の衰えで歩行に難渋しております。し
かし出来るだけ早く出席できますよう
努力いたしますので、その節はよろし
くお願いします。またこの度は、早速
お見舞いを頂きありがとうございまし
た。皆様にも、健康に留意され、良い
お年をお迎えください。
（ご子息泰年様が１２月１８日お届け
下さいました。）
大石さん、先日は大変お世話になり
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イコン画の作者として出発しています。
しかしながらなかなかの才能があったとみえ２０歳前半で
絵画の親方として名前を残しています。今回そのうちの一
点が来ています。聖母子を描く聖ルカという作品です。
その後，青雲の志を抱き、イタリヤのベニスに渡り、そこで
みっちり修練を重ね、その腕をローマでさらに磨き上げ、
当時の絵画の最高の技術と思考をもったマエストロとして、
グレコをグレコたらしめた地、スペインへと旅たちます。
当時のスペインは日の没するところがないと言われた黄
金時代で世界の富とパワーを誇示していました。彼も野球
でいうところの大リーガーのトップを取りたいといった気持
■幹事報告
幹事
松本 正
ちではなかったでしょうか？また時代が１６世紀でドイツで
・畑野 研太郎先生主宰のライフリバーより、また辻本先生 ルターが宗教改革をスタートさせ、たいへんな勢いでヨー
所属のＪＯＣＳよりそれぞれ会報誌が届きましたので回覧 ロッパ中に広まりをみせていました。それに対してカトリック
します。
も反宗教改革運動で強烈に巻き返しを行っていました。そ
・年末年始の事務局については２９日より１月６日まで休業 の最大のスポンサーがスペインだったわけです。カトリック
します。その間にご用がありましたら富田携帯までご連絡 側は今で言う広報活動に大いに利用したのが宗教画でし
下さい。
た。グレコはせっせと注文主の教会からのオーダーをこな
・本日が年内最終例会です。次週２６日と年明け２日は休 しながら、当然なりたかった宮廷画家を目指していました。
会です。ＭＵ受付もありませんのでよろしくお願いします。 画家の中の画家、つまり国王をただ一人描ける宮廷画家
次回は１月９日の新年互礼会でお会いしましょう。皆様良 を目指すのは、自信と実力をもった彼なら当たり前のことで
いお年をお迎えください。
した。しかしながら当時の国王は美的センスにはあふれた、
すばらしい審美眼をもったカルロス二世であったのが不幸
でした。今、私達がみているグレコの作風、たましいの内面
卓 話
を描く、より美しいものは現実の姿ではなくより美しく描くデ
フオルメ化された作風は１２等身であったり、３Ｄ型であっ
「エル・グレコを読み解くために」
たりするわけです。残念ながら、国王が望まれていたのは
大石 博雄 会員
普通のイエス様でありマリア様であったわけです。国王が
拝みたくなる絵画ではなかったのです。
彼は宮廷画家の地位は逃しましたが、当時の先端大好
き宗教家や地方貴族、資産家には、新しい時代の、彼らが
見たこともない革新性に満ちた絵画であったわけです。
そして、当時スペイン最大の宗教都市、トレドには彼の活
躍の場はいくらでもあり、こんにちその作品に私達は出会
うことができます。
今回は５０点余りのエル・グレコのすべての作品がそろっ
たといってもおかしくない展覧会です。
さあそれではご一緒にエル・グレコ展を観に参りましょう。
ました。
久富会員 今年一年、皆様のおかげで楽しい毎
日でした。感謝感謝です。来年もよろ
しく。
村角会員 レディースサロンにご参加の奥様方、
本日は寒い中、有難うございます。
山本（恵）会員 前回欠席のお詫び。
横山会員 大石さん、本日はよろしくお願い致し
ます。

先日、エル・グレコ展に皆様をお連れする前に国立美
術館に下見に行って参りました。平日の午後にもかかわら
ず、非常に盛況で驚きました。
１６世紀にスペインで活躍した、宗教画家と思われている
エル・グレコに対してこのように関心が高い国は世界中で
ないのではないしょうか？この後、来年は東京で巡回展で
すから、それこそ押すな押すなの人で賑わう事でしょう。日
本人の文化・教養の高さに改めて感動しました。
それではさっそく講義に入りたいと思います。
エル・グレコとはスペイン語でギリシャ人をあらわす言葉
で本名は覚えにくいドメニコス・テオトコプロスという名のク
レタ生まれのギリシャ人です。当時のクレタ島は前世紀ま
で燦然と輝いたいた。東ローマ帝国の文化の影響下にあ
りました。グレコも今の私達からみますと古くさい宗教画ー
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１月のバースデーロータリアン

次週のプログラム
１月 ２日
１月１８日
１月３０日

湯浅会員
池田会員
横山会員

第 1309 回例会／2013 年 1 月 16 日
◆挨
本日のメニュー
～新年互礼会 メニュー(着席パーティー)～

拶
「ボンジョルノ Buon giorno」 （イタリア語）

◆ロータリーソング 「我がロータリーに栄えあれ」
コーナー料理 寿司

(中トロ 鰤炙り ウニ西京
烏賊 鯵 鰻 細巻 2 種)
コーナー料理 特撰牛ロース肉のステーキ
お刺身盛り合わせ
七草粥
合鴨のオレンジ風味
鯵の酢又綿野菜
鯛と小海老のクリーム仕立て
黒ムツの西京焼き
鶏のグリル 焼葱味噌かけ
戸隠蕎麦(温)
田舎風お雑煮
デミコーヒー

◆卓

話
「研究についての発表」
米山奨学生 李 政 君

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

予定表
月

日
１

曜日

予定

時間他

９

水

第１３０８回 例会 新年互礼会 会長エレクト挨拶

１３：３０～定例理事会

１６

水

第１３０９回 例会 「研究についての発表」李政米山奨学生

１２：００～会員増強小委員会 談話室

２０

日

歩こう会

２３

水

第１３１０回 例会 クラブアッセンブリー 半期事業報告

委員長各位はご準備をお願いします。

２５

金

IM 第６組 会長・幹事会「睦輪会」 於ホテルグランビア大阪

18：00～20：30

２７

日

第２９回 健康家族の会 「竹田城跡 雪山ハイク」

8：00 十三 松尾歯科医院集合

３０

水

例会休会

MU 受付あり SAA よろしくお願いします。

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・Miho´s house 他

「奉仕を通じて平和を」

☆素材通り☆他 http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他
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他 他
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他（C）ikoi・他

