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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
＜本日のプログラム＞
第 1312 回例会／2013 年 2 月 13 日
本日の挨拶
「リーホー 汝 好 」 （台湾語）
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 「限りなき道ロータリー」
奉仕の理想 胸にひめ
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も
ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー
卓
話
第７回クラブフォーラム
「社会奉仕委員会」
久富 義郎 委員長
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■司会進行

第 1311 回例会報告 （2 月 6 日）
SAA 森田会員

■ロータリー・ソング

SAA 花原会員

■来賓紹介

SAA 安井会員

会 友
会 友

宮崎 信夫 様
辻本 嘉助 様

■出席者報告
第 1311 回例会
会員数 32 名
出席数 21 名

SAA 森田会員
2013 年 2 月 6 日
出席率 78.13％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 4 名

第 1310 回例会（1/23）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 84.38%
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力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

片岡 重裕
2013.2.6

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
遠藤会員、片岡会員、田中会員、花原会員、
村木会員、村角会員、安井会員、山本会員

片岡会長と２月が誕生月
の田中会員、安井会員、
事務局富田（１月誕生月）

本日の合計
今年度累計

米

山

8,000 円
130,000 円

ボ

ッ

ク

ス

遠藤会員、片岡会員、田中会員、花原会員、
村木会員、村角会員、安井会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

遠藤会員（ＰＨＦ）認証おめでとうございます！！

8,000 円
137,000 円

ニ コ ニ コ 箱
報
告
今月は世界理解月間です。また、今週土曜日 2 月 9 日に
は第 6 組のインターシティミーティングが行われます。これ
■SAA
田中 会員
は、2660 地区第 6 組 11 クラブの会員を集めて開催されま
すが、今回は、「日本の行方 徹底討論」ということで大阪
遠藤会員 前々回欠席のお詫び。
城北ＲＣがホストで太閤園で 1 時半から開会します。今回
片岡会員 今日は田中会員突然の卓話氏名申
の基調講演の講師は、新大阪ＲＣが 8 年ほど前にインタ－
し訳ありません。よろしくお願い致しま
シティーミーティングを開催した時の講師と同じ中西輝政
す。
京都大学名誉教授氏です。当時、松川会員のご尽力で招
田中会員 今日は急なご指名により、卓話をさせ
聘し、聞きごたえのある講演会であったと記憶しております。
て頂きます。よろしくお願いします。
当然、近々には当クラブがホストとなり、運営する必要もあ
花原会員 雪山ハイク!!晴天に恵まれ楽しい登
りますので、多数ご参加いただきますようよろしくお願いい
山でした。鹿肉おいしかったです。
たします。最近の交通事故ですが、亡くなった方が、61 年
三島会員 新年会ありがとうございました。
ぶりに 4500 人を下回ったそうです。また、12 年連続の減少
村木会員 月初につき。
だそうです。減少の背景はシートベルトの義務化、酒酔い
村角会員 ２月に誕生日を迎えられる人、おめで
運転の厳罰化、エアバックなど車の安全装備の急速な普
とうございます。
及ですが、一方 65 歳以上の高齢者の交通事故死は増加
安井会員 久富先生、大腸と胃の内視鏡検査、
傾向にあり全体の 51.3％になります。また、高齢者のドライ
お世話になりました。何とかセーフの
バーによる事故も増加していて 10 年前より、全体の事故件
様です。それと お誕生日のお祝有
数は 2 割減っているのに高齢者ドライバーの人身事故は 5
難うございました。
割増しています。そこで今、運転に不安のある人に広がっ
山本会員 新年会 ウッカリして忘れて居りご迷
ているのが免許返納制度です。全国でも大阪が一番遅か
惑をかけました。すみません。
ったんですが、去年から導入されると、4 月から 12 月まで
横山会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
で前年比 4 倍近く増えたそうです。
吉田会員 トミタさん誕生日おめでとう。来週には
特典もあって購入商品の自宅への配送無料や、飲食店
プレゼントがたくさんあると思うよ？
の割引等特典があるそうです。年齢制限がありますので、
ご注意ください。
■東日本大震災義援金報告

２月 ６日 ４，０００円
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■幹事報告

幹事

松本 正

料理はシシケバブが有名、羊肉の串焼きです。のびる
アイスクリームも珍しい。
・今週末９日（土）はＩＭ第６組のインターシティミーティング
トネルケバブは立てた大きなローラーに羊肉を巻きつ
です。太閤園に当日１３時３０分までに集合して下さい。
けて、下から焼き、それを削いでパンとかピラフと一緒
出席登録者を読み上げます。（別紙）また、登録していな
に食べる。
い方で、当日出席可能になった場合は直接会場で申し
イスタンブール－ボスポラス海峡を挟んで、東をアジア
出て下さい。出来るだけ多数のご参加をお願いします。
サイド、西をヨーロッパサイドに分かれます。西のヨーロ
ッパサイドもガラタ橋を挟んで、旧市街と新市街とに分
・２月の予定表を本日配布しました。ご確認下さい。
かれます。旧市街にはブルーモスク、アヤソフィア聖堂、
トプカプ宮殿、地下宮殿など見どころいっぱい。新市
・米山奨学会、Ｒ財団寄附金の所得控除申告用領収証を
街は眺望がすばらしいガラタ塔が有名。
メールボックスへ入れております。申告の際ご利用下さい。 アンカラ－イスタンブールから飛行機で約１時間。新し
再発行はできませんので、紛失しないようにお気をつけく く生まれた首都ですがあまり印象はない。
ださい。
カッパドキア－アンカラからバスで３時間３０分。火山灰
が堆積しそこに長年の雨水や風雪の浸食により摩訶
・元会員の辻さんより毎月四柱推命の運勢を送っていただ
不思議な風景を作り出しています。アラブ勢力から逃
いていますが、購読されている会員への連絡です。先日
れるため、地下教会や洞窟教会が造られています。早
集まったお金でお礼の品を購入し送りました所、早速辻
朝に気球で約１時間空中散歩をして、広大な奇岩群を
さんより事務局の方にお礼のお電話をいただきました。
上から見ることが出来ました。トルコ旅行１番の思い出
大変喜んでおられました。尚、該当の方に収支報告を入
です。洞窟ホテルに泊まり、洞窟ルームやアーチ天井
れておきましたので、ご覧ください。
のクラシックな雰囲気も味わいました。
コンヤ－古い町並みで、時々馬車を見ました。シルク
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
の絨毯が有名でローソクの火を近づけても燃えないほ
・本日は１００万ドルミールです。ご協力お願いします。
ど緻密に編んであるそうです。
パムッカレ－大小１００以上ありそうな石灰棚の連続し
たプールのような棚田の連続で、温水なので水着で楽
しめます。
卓 話
エフェソス遺跡－ポンペイ遺跡の次に古い現存する遺
跡で、丘の斜面を利用した１万人収容の野外劇場は
｢トルコ旅行｣
圧巻でした。
田中 宏 会員
トロイ遺跡－トロイ戦争のエピソードにちなんで建てら
れた大きな木馬がありましたが、映画のセットのようで
少しガッカリでした。

～1 月 23 日例会卓話 原稿追加掲載分～
クラブアッセンブリー「半期事業報告」
■クラブ運営委員会

昨年５月の連休にトルコ半周旅行してきました。
イスタンブール－アンカラ－カッパドキア－コンヤ－パ
ムッカレ－エフェソス－トロイ－イスタンブールの８日間
標準コースです。
トルコの国旗（日星章旗）はオスマン帝国時代からのも
ので、三日月と星はイスラム教の象徴。
国とは日本の２倍、人口は７５００万人
恵まれた土地で、気候条件もよく、食料は自給自足。
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生尾 雅美 委員長

会長の肝いりで進行している「クラブヒストリー」は着実に進
んでいます。
３０周年記念事業誌に残せるような資料を集めて進行中で
す。
クラブ運営委員会には２つの小委員会があり、その１つで
ある会報委員会は常にデジカメを携行しており例会場の
内外を問わず記録に残るようたくさんの写真を
撮影しています。
もう１つの親睦小委員会は年間を通して事業が目白押し
です。
委員長は精力的にこなしていってくれています。
実際の事業の内容についてはそれぞれの委員長より発表
します。
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健康家族の会 ご報告
２０１３年１月２７日（日）
花 原 昭 弘

第 29 回

「竹田城跡展望

~見渡せば

心も洗う

雪山ハイク」
白き雪~

8 時に十三松尾歯科医院を 7 名（車両 1 台）で出発。中国道 池田 IC より舞鶴若狭道に入ると、春日
IC 以北で雪の為、チェーン規制になっていました。全車車両が 1 台づつチェックを受ける為、春日 IC
を抜けるのに 1 時間かかりました。
北近畿豊岡自動車道に入ると周りの山々、田んぼは一面の雪景色に変わりました。道の駅「但馬のま
ほろば」でトイレ休憩して、除雪した駐車場で、スパッツを装着、登山靴に履き替えました。和田山 IC
を出て、11 時に朝来山麓に到着しました。
そこから 20~30cm ぐらいの新雪を踏みしめて、第 3、第 2 展望台から第 1 展望台まで一気に登り、
11 時 40 分に着きました。当日は快晴で風も無く、途中で上着を一枚脱ぎました。展望台から彼方下界
小高い山の頂上に雪に覆われた竹田城跡の石垣群をはっきり見ることが出来、まるでジオラマを見てい
る様でした。
写真撮影の後、頂上付近で甘酒とおしるこで小休止の後アイゼンを付けて下山。13 時 15 分に駐車場
に着き、竹田城跡に行くのをあきらめ、松尾リーダーの知人の弟さんが経営されている「ドライブイン
たたらぎ」で昼食。お店から土産にと、鹿肉と岩津ねぎをいただきました。
レトロな JR 竹田駅と歴史館を見て、与布土温泉へ。1 時間ゆっくりと手足を伸ばし、疲れを取りました。
16 時 30 に温泉を出発。途中、海鮮せんべい屋でソフトクリームを食べ、野菜を買って和田山 IC から
帰路に着き、高速道路もスムーズで 19 時に無事十三に着き、解散いたしました。

「奉仕を通じて平和を」
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投稿コーナー
「大ホールでの舞台体験記」
松尾 寛 会員
淀川区民合唱団（構成は１００人位で平均年齢は判りませ
んが女性６０歳前 男性は６０歳後位で入れ替わりが多い
が２０人程、歌が好きだけどド素人）にて石の上にも３年間
頑張りました。と言うのも 仕事の疲れ取りと思って入会し
ましたが、声を細め気を使って仕事も捨てての練習三昧。
声を出すとカラオケと違うと怒りっぱなしの監督 年賀状は
１１月に済まさないと忙しくって１２月は出来ない テノール
は美しく細くアゴの天上に音を当ててから歌う なんて続け
られマッカイナ。 以後 声を小さくし後ろに座り ここの団
員で我が山歩会のトップレディの励まし無くして続きません
でした。
一年目；１２月は大ホールでの発表会、演目オペラカルメ
ン（振り付き）・第九の合唱・クリスマスソング。オペラ見た人
手をあ―げて＊いないでしょう、僕もシラーン。 なのに何
故か 少しのセリフももらい、観客も多いようだし（緊張で見
えない）３割位歌えたかどうか。なのに 終わりに近づいた
ら涙涙・これキリマンジャロ頂上と同じ感激だ、でも４日程
皆さんに誉められていましたが 冷めるのも早い。これで出
演料１００万円なら嬉しさも続き 心に残るんだけれど ヘッ
ヘッへ。
教えるのは音楽協会の大阪理事長とか、でも誉め言葉を
知らないようで 常に怒鳴っている中高年の騎士長って感
じ、しかし歌より芝居の構成演出力は抜群。次が中年のお
ばさんで歌は確かに上手いが 華が無く 又これもあまり
人を誉める力の無い女王様。団員は 一筋持った男が多
いのですが、目的にした飲み会がまったく無い 歌のみ。
二年目は前半ユッタリ、でも出たければ 忙しいが色々な
歌の発表会が有る。 本番の１２月は富山の古い民謡やら
難しい歌が多く 気合を入れるとナカナカ面白い、でも又
近づくと仕事を捨てての練習三昧。
今回の本番は少し落ちつき、幕が上がると驚きのものすご
い観客の熱気。料金１５００円かかるのに全席売り切れ超
満員、震え上がるような気合を感じました。歌も５割位上手
く歌え 気力充分、難しい第九も大声で出来ました・半分
だけ。又 上手な演出力と セミプロ４人と素人団員が真剣
に歌に集中し 感動を与えたかなと思う位僕以外皆さんが
気合の入った歌と演技でしたし、賞を多く取っている応援
の小学生合唱団のうまい事。終わりに近づくと観衆も団員
も一つになり 壇上も低い観客席も段差無く一つになり
その盛り上がりのすごいのには、これが ライブの醍醐味と
判りました。これで１００万円入ったらラララ バカ！お金な
んてヘンだ、それ以上 すごい。
三年目は初春から 騎士長の去年の誉め言葉の多い事、
アレ思い違いかなと思った途端 練習になると ・・ちょっと
誉めて育てる術位持ちなさいや。
こちらは腰骨スベリ症でこけるわ 騎士長と女王様がダレ
てくるは？歌も美空ひばり時代の流行歌ばかりになるわ、
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いくら気合を入れてもまあ知っている歌だから 何とかなる
かで流れてしまいます。 病気で遅れた分 気合を入れて
トイレの中まで歌詞を置き 頑張ったのですが、体力の陰り
も加わってピリッとしません。結局 僕だけでなく皆さんも
「ふりをすれば歌を忘れ」の悪循環、先生も去年のような居
残りが無く 勝手に集まって「自己練習しておいて下さ
い」。
当日幕が上がっても 去年のような熱気は無く 二階席も
空席があり 騎士長の指揮も 初めて歌詞を口で教えなが
らの指揮となり（口のあけ方がヘタで判り難い）、時間的に
も早く終わって 少し満足度が少なかったみたい。まあ去
年が良すぎたかな？
ようやく石の上の３年が出来たし 息子のお陰で初めて歌
で仕事をサボるなんてことをやったし、僕も端っこ団員です
が自分の歌を聴いてもらっている気持ちや 大きな拍手に
すごく満足し 短い年月でありながら達成感があり 本当に
良い経験をさせていただきました。 こんな男が ここまで
出来たことは、歌が好きという以上に何か引きつける魅力
が舞台にはあるのでしょう。
しかし 朝から働いて昼寝し 午後働いて 夜 叱られなが
ら歌うのはちょっと・歳が・・・というところで・・最終人生は 、
歌はカラオケに戻りたいと思います。
楽しきかな 青春
追伸
２度にわたる坐骨神経痛の後に発病した腰骨スベリ症が
苦難のすえ何とか山が歩けるまでに回復しました。
両方共痛みは同じですが、僕の場合スベリ症は右ひざの
神経が効かず 一方向にドサっとこけるので歩くのが怖い
事。同時期に同じ病気になった５０才の友がボルト固定を
やり腰が硬くなり ゴルフはダメ。 僕はおしりを前に突き
出し腰はうしろに腹筋を使って引くのをトイレでやった結果、
今は腰は痛いものの 山で下りを片足づつ下ることが出来
ます。ゴルフ OK スコア９４・山１２Km を遅いながら歩けて嬉
しいこと バンザ～イ！
お医者さんに治療法も薬も無いと言われましたが、小学生
のおしっこ運動と薬オパルモン＝坐骨は一錠で効いたが
スベリ症は二錠要りました。
特効薬は MRI にて原因を知り 先生のボルトを入れなさ
いの言葉を聞かず？自分なりの方法を見つけ出す事・・オ
オアタリ～～うれしい～。
皆さんも この手の病気は症状や痛む場所まで違うので、
上手く治療法を当てると 一億円（又お金の話＋大阪人で
スンマヘンな～）そりゃ足が前に出るんだから 値打ちモン
です。
神経のことは僕に任せてチョウダイ。

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

本日のメニュー

次週のプログラム

和食
寒鰤の焼霜造り
本鰆の西京味噌焼き

第 1313 回例会／2013 年 2 月 20 日
豚バラのバルサミコ酢煮
◆挨
鯛の蕪蒸し

拶
「リーホー 汝 好 」 （台湾語）

ご飯 香物 味噌汁

◆ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
◆卓

デザート ババ
*.ババ・・・東欧の焼菓子で、ブリオッシュに似たケー
キにラム酒風味のシロップ
をしみこませたもの。

台北市中興ＲＣの創立２１周年記念式典

２０１３年３月２３日（土）台湾南部墾丁にて

予定表

日
２

曜日

＊＊＊ 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。

（旅行）に多数のご参加をお願いします！

月

話
外部卓話
「ＮＰＯ法人 ＪＡＥについて」
塩見 優子 様

予定

時間他

１３

水

第１３１２回 例会 第７回クラブフォーラム 「社会奉仕委員会」 17：30～ＧＳＥ受入委員会安井会員出席

１５

金

ＩＭ第６組 会長・幹事 交流会 18：00～「マリリンズ・キッチン」

１７

日

歩こう会

２０

水

第１３１３回 例会 ＮＰＯ法人ＪＡＥ 塩見 優子 様

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

２１

木

大阪大淀ＲＣ創立４０周年記念式典 於リッツカールトンホテル

１５：３０～２０：００会長・幹事出席

２３

土

地区Ｒ財団補助金管理セミナー 於大阪ＹＭＣＡ会館 13：30～

横山・生尾・安井各会員出席

２４

日

２７

水

松本幹事出席

牡蠣の会 播州室津 住栄丸
米山奨学生終了者歓送会 山本 恵眞カウンセラー・李政君・石井教官 ３名出席 於ハイアットＲホテル
第１３１４回 例会 イニシエーションスピーチ（３名）

19：00～菅本会員を偲ぶ会
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他

「奉仕を通じて平和を」

－6－

2012～13
田中 作次
Miho´s年度
house 国際ロータリー会長
他☆素材通り☆他
http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他

