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■ 事務局
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■ 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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＊＊＊ 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
＜本日のプログラム＞
第 1313 回例会／2013 年 2 月 20 日
本日の挨拶
「リーホー 汝 好 」 （台湾語）
標
語
「Peace Through Service」

第 1312 回例会報告 （2 月 13 日）
■司会進行
SAA 森田会員
■ロータリー・ソング

SAA 花原会員

■来賓紹介

SAA 植田会員

米山奨学生

李 政 君

「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
外部卓話
「ＮＰＯ法人 ＪＡＥについて」
塩見 優子 様

「奉仕を通じて平和を」
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■出席者報告
第 1312 回例会
会員数 32 名
出席数 18 名

SAA 森田会員
2013 年 2 月 13 日
出席率 65.63％
欠席数 11 名

出席免除会員欠席数 3 名

1/27
2/09
2/09
2/17

第 1311 回例会（2/6）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 87.50%
松川会員
生尾会員
久富会員
鋳方会員
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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
2013.2.13

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

2,000 円
132,000 円

ボ

ッ

ク

ス

生尾会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

2,000 円
139,000 円

ニ コ ニ コ 箱
報
告
今月は世界理解月間です。また、先週土曜日 2 月 9 日に
第 6 組のインターシティミーティングが行われました。「日本
■SAA
田中 会員
の行方 徹底討論」ということで大阪城北ＲＣがホストで太
閤園で 1 時半から開会しました。今回の基調講演の講師
生尾会員 昨夜、づぼらやでてっちり食べて通
は、新大阪ＲＣが 8 年ほど前にインタ－シティーミーティン
天閣へ登りました。大阪人になった気
グを開催した時の講師と同じ中西京都大学名誉教授と村
分です。
田同志社大学教授の討論会もあり、中国、アメリカの思惑
稲田会員 前回欠席のお詫び。
等お話しいただき、大変興味深いものでした。また、次年
田中会員 誕生祝いに名刺入れを頂きました。
度は東淀ちゃやまちＲＣが来年 3 月に阪急インターナショ
ありがとうございました。
ナルで開催されると発表されその次が新大阪だと実感しま
森田会員 子供がインフルエンザになりました。
した。もう少しで寒い日ともおさらばだと思いますが、皆さ
皆様お体には、お気をつけください。
ん十三ミュージックてご存知ですか？かなり歴史のあるスト
山本会員 インフルエンザにかかりそうで、かか
リップ劇場で私も子供のころから見かけていましたが、昨
らない状態です。お互い注意しましょ
年末で廃業になりました。昨年の 9 月 24 日に摘発を受け、
う。
11 月に再会を果たしたんですが、年末に閉めてしまいまし
た。決していいもの、とはいえませんが、昔は芝居小屋で
■幹事報告
幹事
松本 正
私が物心ついたころはストリップになっていました。また、
東洋ショーはご存知ですか？こちらも 11 月 5 日に摘発さ
・先週２月６日に行われました理事会の議事録をメールボ
れ、しまっているようです。これも男の文化かな、と思い、な
ックスへ配布しております。ご確認下さい。
くなるとさびしく感じます。
・歩こう会について
・牡蠣の会の申込みを本日で締切ますので、再度回覧し
ます。
・菅本会員を偲ぶ会について（回覧）

■東日本大震災義援金報告

２月 １３日

「奉仕を通じて平和を」
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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

力いただいて、病院の機能を十分に発揮できるように
したいとお願いをしております。
「かかりつけ医」を見付けてください。信頼できる開業医
の先生の紹介で病院を活用してください。そうすること
で、外来でも患者さんの待ち時間も減らせるし、病院の
機能を発揮しやすくなり、職員のストレスも減少させるこ
とができます。よろしくお願いします。拝察

■２月１３日例会の様子

社会奉仕委員会の 2012 年度の計画は皆様の協力を
得てほぼ終了した。
ご協力ありがとうございました。イベントの参加人数・懇
親会などを列挙いたします。
１、 大阪整肢学院夏祭りへの参加
（7.28 懇親会「シカゴかルビ」焼肉）
２、 東淀川区民祭り「盲導犬育成チャリティーバザー」
（9.16 25 名 懇親会「クルワートル」イタリア料理）
３、 ひったくり防止キャンペーン 於：関西スーパー瑞
光店
（10.13 16 名 懇親会「居酒屋」）
４、東日本大震災被災地視察ツアー
（11.10～11 10 名）・・震災プロジェクト委員会・親
睦委員会と共催
なおこれで終了ではなく 5 月あるいは 6 月に邑久光明
園を訪ねる会を企画したいと考えています。
なお 3/9 に地区の社会奉仕委員長会議が開催され
ます。議題は
１．いじめの問題について
２．大阪湾再生について
３．輸血について
４．結核行政について
です。参加して内容を報告します。
日ごろ奉仕につき考えていることの一端を述べます。
上から目線のしてあげるではなく、自分が助けたくて行
う行為が、喜んでいただけるそんな行為を奉仕だと思
います。こう考えると、医療行為は究極の奉仕ではと思
います。「行為を受けた患者さんの姿を見て自分が喜
べる素晴らしい仕事をしているのだから頑張ろう」と大
阪回生病院の職員には常に言っていっていますが、
結構ストレスがたまります。そこで近頃患者さんにも協
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２月６日卓話「トルコ旅行」の写真が前回途中で終わったため、
再度、田中会員が解説しながら見せてくれました。

米山奨学生 李政君 残りあと僅か、３月で終了となり
４月からはいよいよ社会人です！ガンバって！
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歩こう会報告
第４弾企画
大阪の諸道を行く
其の一 熊野街道編の一
新大阪から天王寺まで
松本 正

調子に乗った面々は続いて、「大阪から歩いて伊勢参
り」を企画。村木会長（当時）の「初詣を伊勢神宮で挙行す
る」との宣言に、結構強行軍な旅程となるも 8 回の遠征で
170 ㎞を行進し、2011 年 1 月多くのロータリーの会員や奥
様方と、どえりゃあ人手の伊勢神宮に参拝した。

1 月 20 日、朝 9 時半。新大阪ワシントンホテルプラザに、
「歩こう会」の面々が集結した。1 年 3 か月の大遠征となっ
た金毘羅さん踏破が昨年 6 月に達成して以来、実に半年
ぶりである。集まったメンバーは以下の通り。
鋳方親睦委員長、村木会員、北野会員、久富会員、大
松本、小松本会員、田中会員。合わせ今回は、久富会員
の義理のご子息、ジョンさんがはるかニュージーランドから
「歩こう会」のために駆けつけてくれた、というのは全然嘘
で、彼は今日本にいるのですね。会の長老、宮崎会友が
今回は日取りが合わず欠席されたのは残念至極だが、と
にかく久しぶりの「歩く会」にメンバー一同感動に胸を打ち
ふるわせているのであった。「歩く会のなかったこの半年、
私の人生クラカッタ」と涙ぐむ村木会員、早くもお昼のビー
ルをどこで飲むか思案を巡らせている北野グルメ担当。と
いうことで、いよいよ「歩こう会」第 4 弾企画が始動したので
ある。といっても、みんなでワシントンプラザ前で記念写真
撮って歩き出しただけですが。歩き出した直後は、これと
いった話題もないので、ここでご存じない会員の方々のた
めに、これまでの「歩く会」の足跡を記しておこう。
忘れもしない、あれは 4 年前のいつだったか（て、忘れて
るやん！）、久富会員が打ち立てた「大川登って行ったら、
琵琶湖に到達するはずである！」という医学者冒険家とし
ての大胆な推理というか、誰でも普通そう思う一大仮説に
基づいて始まった「新大阪ロータリークラブ歩こう会」。初
年度は、通算 5 度の遠征で、十三から見事、琵琶湖の瀬
戸大橋まで全長 100 ㎞を踏破。
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続いて「伊勢にお参りしたんなら、やっぱり次は金毘羅
さんでしょう」という、非常に明快かつ安直な考えから「金毘
羅大作戦」を企画。これが実に全長 200 数十キロ、2011 年
4 月から 2112 年 6 月に及ぶ全 13 回の大遠征となったの
であった。この時は、ホントは日生から船に乗って、シュッ
と金毘羅さんに行く予定だったのが、「どうしてもロータリー
クラブの面々と一緒に故郷の玉野に錦を飾りたい」という久
富会員の熱意に、メンバー全員胸を打たれて予定変更、
日生から岡山経由で玉野に到達、会員全員で玉野市街を
「久富先生故郷に錦を飾る」の横断幕を掲げて行進する、
という感動的場面もあった。（休みのお昼前で、行進を見
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ていた人約 10 人）。そして、その翌月、多くの会員のみな ださい。
さんとめでたく金毘羅さんにお参りしたのである！

しかしながら、度重なる走行距離の長化に「しんどいが
な」という声、また「今回は、ちょっと参加してみよか」という
会員に、いきなり「岡山県長船の駅前に朝 9 時半に来てく
ださい」とは言いにくい＝みんな参加しにくいのではない
か、という声が相次ぎ、会は方針の転換を迫られることとな
った。そうなのである。人間、フルコースばっかりはシンドイ
のである。たまには、お茶漬けも食べたいのである（小津
安二郎監督の「お茶漬けの味」ご覧になられましたか？佐
分利伸、懐かしいですねえ）。
ということで、今次第 4 弾企画は、「地元大阪、関西をもっ
と知ろう」ということで、行程もゆったり（これまでは、平均 20
㎞／回。今回は平均 15 ㎞／回）、旧所名跡もふんだんに
回って、わが町大阪、関西の魅力を探ろうではないか、と
いうことになったのであった。これなら、いきなりでも、参加
しやすいでしょ？題して「司馬遼太郎的街道を行く 大阪
の諸道」。お、ぐっと知的教養の香りが高まった気がする
な。
で、其の一が「熊野街道」。て、ここで「話が全然違うやな
いか」とずっこけないで下さい。確かに熊野街道は、全部
行ったら 300 ㎞超えます。でもですね、今回は、大阪周辺
の楽しい所で終了します。行ってもせいぜい和歌山まで。
飽きたら和歌山手前で他の街道へ移ります。
旅程：第 1 回（今回／2013 年 1 月 20 日）新大阪から天
王寺。
第 2 回（2 月 17 日）天王寺から仁徳天皇陵
第 3 回（3 月 24 日）仁徳天皇陵から岸和田城
後第 4 回～第 6 回（4 月～6 月）くらいで和歌山まで
行って、本場和歌山ラーメン食べて終了。
続いて其の二は「竹内海道を行く」
これは、大阪堺から始まって、奈良へ抜ける、畿内最古
の街道のひとつ。
コースには、当麻寺その他名跡目白押し、奈良へ抜けた
ら、明日香の里を散策し、「歩こう会」面々から絶大な支持
を誇る、榛原は福寿館のすき焼きをいただく、という次年度
秋のシーズンには、これ以上ないというくらい素晴らしいデ
ラックス黄金コース！ほら、「ちょいと参加してみようか」とい
う気持ちになってきませんか？みなさんふるってご参加く
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ということで、長々と前振りをしているうちに、「歩こう会」の
面々は、淀川を越え、淀川大堰と毛馬の関門へ。ここは、
明治時代にオランダ人デレーケ博士指導（この方は日本
中の堰の建設を指導した人で、あっちこっちに彼の名を冠
した堰が残っている）のもと、築かれた関門で、これによっ
て旧淀川の水量がコントロールできるようになったことで、
市内の洪水が激減したそうだ。
ちなみに現在の堰は昭和 48 年に新しく作られたもので、
そのわきに明治時代の遺構も残されている。ここでもみん
なで写真を撮って、さていよいよ天神橋商店街全踏破
だ！というところで、紙数が尽きてしまったので、以下次号
をお楽しみに。北野さん、お昼、まだですよ。
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本日のメニュー

次週のプログラム

～洋食～
蛍烏賊のアヒィージョ
第 1314 回例会／2013 年 2 月 27 日
サウザンビスク
◆挨
寒冬の美味 ビーフシチューで笑顔

拶
「リーホー 汝 好 」 （台湾語）

ロールパンとフランスパン

◆ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
◆卓

珈琲

話
イニシエーションスピーチ
三島 和雄 会員
植田 誠 会員
山路 高純 会員

台北市中興ＲＣの創立２１周年記念式典
（旅行）に多数のご参加をお願いします！

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

２０１３年３月２３日（土）台湾南部墾丁にて

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
２

３

曜日

予定

時間他

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

牡蠣の会 播州室津 住栄丸

9：00 新大阪南側団体バス駐車場

２７

水

６
８

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）
菅本憲市郎会員を偲ぶ会

19：00 於新大阪ワシントンＨ ２Ｆ

水

第１３１５回 例会 「ＦＶＰ説明会」 安井国際奉仕委員長

13：00～ 定例理事会

金

「心のケアチャリティコンサート」於シンフォニーホール１９：００開演 （18：00 開場）新大阪ＲＣ協賛
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」
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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

