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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 1321 回例会／2013 年 5 月 1 日
本日の挨拶
「 スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）
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 「われら日本ロータリアンの歌」
われら日本のロータリアン
ひとつの仕事をする時も
真心こめて考える
これは誠か真実か
卓

話
「各委員会の役割について」
松川 雅典 会員

「奉仕を通じて平和を」

第 1320 回例会報告 （4 月 24 日）
■司会進行

SAA 中川会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田会員

■来賓紹介

SAA 吉田会員

入会予定者

菅本 泰年 様

■出席者報告
第 1320 回例会
会員数 33 名
出席数 26 名

SAA 中川会員
2013 年 4 月 24 日
出席率 82.82％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 1 名

第 1319 回例会（4/17）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 87.88%
4/07 松川会員
4/21 松本（正）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
2013.4.24

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
遠藤会員、松本（正）会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
161,000 円

ボ

ッ

ク

ス

松本（正）会員、山本会員

入会予定の菅本泰年氏

本日の合計
今年度累計

2,000 円
165,000 円

今日の卓話は山路会員のイニシエーションスピーチです。
よろしくお願いします。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
足元の悪い中ご苦労様です。４月に入ってのまとまった雨
生尾 会員
は６日以来だと思います。雨の話をもう少し。普通の雨はど ■SAA
れくらいの大きさだと思います？だいたい直径２ｍｍぐらい
遠藤会員 本日都合により早退いたします。
だそうです。大粒だと５ｍｍ、細かい雨で０．５mm、霧雨だ
田中会員 歩こう会お天気になって良かったで
と０．２mm だそうです。また、降ってくる雨の形は空気抵抗
す。お世話になりました。
を受けてお饅頭型になります。外へ出られた時にでも観察
松本（正）会員 前回欠席のお詫び。北野さん、
してください。
幹事代行ありがとうございます。
日曜日は歩こう会のみなさん、ご苦労様でした。また、月
吉田会員 菅本さんようこそ。これからよろしく
曜日は、IM6 組の会長幹事懇親会があり、情報交換を行
ネ。
ってきました。大阪天満橋 RC はヒルトンで月曜日に例会を
行っているのですが、食事が４５００円払っているのに悪く、
幹事
松本 正
次年度から６月５日オープンのインターコンチネンタル大 ■幹事報告
阪に４９００円で移るそうです。みなさんご存知のようにホテ
ルがあるグランフロント大阪はショッピング街等が明後日２ ・三島会員、植田会員、山路会員の名簿が出来上がり
６日にオープンし、また、その中の４８階建ての高層マンシ ましたので、メールボックスへ配布しておきました。手帳
ョンも５２５戸が完売し、１億円以上が６３戸もあり最高は４１ に追加をお願い致します。
５００万だそうです。景気の動向が気になります。
現実に戻って連休明けの５月８日の例会は、公開卓話と ・大阪御堂筋ＲＡＣより創立 15 周年記念式典開催の案
して前回評判の良かったヨガ教室を開催します。目に良い 内が届きました。6 月 9 日（日）大阪クラブにおいて開催
ヨガということで、必見です。ご参加ください。また、６月２日 されます。ロータリアンの参加を募っていますので、案
か１６日の日曜日に日帰りで７年前に行った邑久光明園へ 内を回覧します。参加される方は事務局までお申し出
ください。
のバス旅行を企画しています。
どちらがよろしいか？是非共が参加ください。ありがとうご
・第 23 回日本ロータリー親睦ゴルフ「北海道大会」の案
ざいました。
内が届きました。6 月 17 日（月）恵庭カントリー倶楽部
にて開催されます。こちらも案内を回覧しますので、参
加ご希望の方は事務局までお申し出ください。
■東日本大震災義援金報告
４月 ２４日 ４，０００円

「奉仕を通じて平和を」
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（次年度幹事より）↓
・今週 4 月 27 日（土）２０１３－１４年度のための地区協議
会が 13 時より大阪国際会議場５Ｆメインホールにて行
われます。当日出席いただく各委員長のメールボック
スに、最終案内を入れております。そちらをご持参のう
えご出席よろしくお願いします。又、当日都合により出
席できない委員長と地区委員として出席される安井会
員にも案内を入れさせて頂きました。

っ！？」と聞き返すと、「いやいや、お祝いは自分から振舞
うもんやろ！」と無茶苦茶な理屈で、私に逆にケーキを買
いに行かせる有り様でした。腑に落ちないままでしたが、
気持ちを切り替えて、ちょっと自分にご褒美と思い普段買
わないようなちょっと高めのケーキを帰ってきて見せたとこ
ろ、またもやかみさんが、「自分の時は豪華にやんねんな
ぁ。いつもこういうのを買ってこられへんか？」とキツイ一打。
自分の誕生日なのか、みんなの誕生日なのか、不思議な
誕生日を経験させられました。

・本日例会終了後、別室にて第 1 回委員長会議を行い
ます。次年度委員長各位はご参集ください。
そんなけったいな家族の構成は、一つ年上のかみさんが
康子と申しまして、長女が高２の咲、長男が中１の宏平、次
女が小３の日向子と、それぞれ４学年ずつ離れております。
卓 話
あとは家族のメンバーに入るのかどうか分りませんが、ペッ
ト（トイ・プードル）の『ハピ』がおります。
「イニシエーションスピーチ」
山路 高純 新会員
次に、趣味は映画鑑賞や音楽鑑賞です。映画は、新作か
ら旧作までジャンルを問わず観て、会社の教育材料にした
り、プライベートでは『泣ける映画』とか『笑える映画』、『元
気が湧いてくる映画』なんかを楽しんでおります。それに繋
がって音楽も映画からクラシック、民謡、等、これもジャンル
の垣根を越えて楽しんでおります。また皆さんとお話しす
る機会がありましたら熱く語りましょう。

本日は皆様の貴重な時間をいただきまして、自己紹介さ
せていただけますことを幸せに思っております。よろしくお
願いします。
まずは名前、山路高純（ヤマジ タカスミ）、よく言われるの
が、“タカズミ”と呼ばれるのですが、濁点のない“タカスミ”
で覚えてください。小さいころ父に「なんで、“タカズミ”じゃ
ないん？言いにくいやん」と聞きましたところ、父は「濁って
どないすんねん！高く純む（すむ）、“純粋”という意味を込
めているんや！」と説明を受けました。大きくなってその文
字通りに育った私を見ていただければ、皆さんも納得でき
ることでしょう。

さて、会社は平野区にありまして、手摺りや階段のノンスリ
ップや身障者用補助手摺り、マンションの駐車場の柱の角
を保護する製品などを製造している、ワイエム工業株式会
社といいます。社名の“ワイエム”は製品名から由来してお
り、やまじの『や』で Y、やまじの『ま』で M と製品の記号に
付けていて、お客さんが「YM の何番の…をちょうだい」、
「YM の何番の何色…」という具合に“ワイエム”を連呼され
てるうちに、父がいっそこれを社名にしてやれという思いか
ら、つけられたものでした。メーカーとしての思いをもって
日々営んでおりますので、何かありましたら一声かけてい
ただければ幸いです。

平野と新大阪とどこにつながりがあるの？と皆さん思われ
たでしょう。今回世話をしていただいた生尾会員から「“た
だ金を出して終わりの団体”じゃなく、“実際に自分で動い
て社会に貢献できる団体”やで」ということを説明受けてい
たので、今回入会させていただくことになりました。例会に
次に年齢、実は私、昨日まさに誕生日でして、１９６９年生 参加させていただいたときにも、片岡会長や横山次年度
まれの４月２３日でなりたてホヤホヤの４４歳になったところ 会長、それだけではなく初めてお会いする方々から温か
です。その昨日の出来事ですが、皆さんが想像されますと、 い言葉をかけていただき、実にいいクラブに入ったんだな
暖かい家庭の普通の誕生日のお祝いといえば、食卓の上 あと改めて幸せに思っております。
にはごちそうが用意されていて、ケーキなどにロウソクを灯
して、バースデーソングをみんなで歌ってくれて、ちょっと
ほろっと涙を拭うシーンが展開されるはずなんですが…。
それをしてもらえるとイメージしながら浮足立って家に帰っ
た私に、かみさんは間髪入れず、「今日はお父さんの誕生
日やなぁ。で、ケーキ買ってきた？」と逆に聞かれ、「え

「奉仕を通じて平和を」
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短い時間でお話ししましたが、これからロータリアンとして、
末永くお付き合いしていく中で、私を出していこうと思って
おりますので、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
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筆者もみんなにバカにされるくらいの超辛いモノ好きなの
で、図らずも、ここに日豪混合、辛いもん好きブラザースが
誕生した。英語になおすと「ホットブラザース」。
なんか漫才トリオみたいやな。
例によって、昼間っからビールをバンバン飲んで（しかし、
昼ビールってなんであんなに美味しいんでしょうね）、たら
ふく食べて、午後の部開始、天神橋を渡って、天満橋の八
軒家浜船着場へ。実は、ここが熊野街道の起点なのであ
って、本格的な話はここから始まるのだ。どひゃあ。

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②
松本 正

しかし、長いタイトルやなあ。一やら２やらようわからんし。こ
れもすべて、前回の原稿で要らんこと書きすぎて、新大阪
から天王寺どころか、天神橋商店街までも辿り着けなかっ
たのがいかんのである。しかも初回は１月だったというのに、
原稿書いているのが４月、ぼちぼち酒毒が回って、記憶装
置が破壊されつつある我が頭脳では、これ以上遅れると、
歩こう会でしたことすべて忘れてしまって「みんなで大阪を
歩きました。面白かったです」くらいの報告しかできなくな
ってしまう危険性大である。よって、今回は横道に話をずら
さず、タテミチで話を進めていきたい。ということで、淀川を
渡った歩こう会の面々は、天神橋商店街をずっと真直ぐ、
タテに歩いて行ったのであった。
天神橋商店街は、言わずと知れたアーケードのある日本
一長い商店街で全長 2.6 ㎞。
ちなみにこれは直線アーケード日本一、直線じゃないの
は香川の高松中央商店街で 2.7 ㎞って、なんぼ讃岐やか
ら言うても、アーケードまでうどんみたいに曲がってるんじ
ゃない！
しかもたった 100m 長いだけで日本一やって、曲げてまで
そんなことして嬉しいか！と怒りながら（誰に？）みんな、ズ
ンズンと商店街を南へ下って行く。そうなのである。筆者は、
当初あちこちの店によって、このまま沈没するのではない
か、と恐れていた。歩こう会の面々というのは、例えば、金
毘羅作戦の時も歩き出して半時間もしないうちに、造り酒
屋の利き酒コーナーに行って「お、この酒は珍しい」とかな
んとか言いながら、朝の 10 時過ぎから、グビグビ酒を飲み
出すツワモノ揃いなのである。一軒の造り酒屋でさえこの
調子なんだから、これが両側に店がズラッと 3 ㎞近くも並ん しかし驚いていてもしょうがないので、大阪城を横目に見
でいたら、どうなることやら・・・・・と思っていたら、予想に反 ながら、南へ南へ。
してみんなどこにも寄らない。グルメ番長北野さんに「どこ
小一時間で、落語で有名な高津神社に到着。「高津の
にも寄らんのですか？」恐る恐る尋ねたところ、「商店街が 富」「崇徳院」は、今は亡き、爆笑王桂枝雀の十八番。CD、
長いからと言って、別に珍しい店がある訳でもないし、珍し DVD 等出てますので、ご興味のある方はどうぞ。抱腹絶倒
い店でなければ寄ってもしゃあない」とのご返事。
必至です。
御もっともで。
しかし落語では、かなり大きい神社をイメージするけれど、
ということで、途中、天満宮にお参りした以外は、割と素 現在はかなり小さいし、絵馬堂の前の茶店もない。何となく
早く天神橋商店街を踏破、商店街の南端を出た途端にあ 拍子抜けして、次は生玉神社。ここはかなり大きいです。し
る、「大阪亭」で、待望の昼食。グルメ番長ご推薦だけあっ かもご利益関係何でもそろっていて、神社の総合百貨店
て、餃子、チャーハン、何でも美味しい。しかも安い。ちな みたいなところであった。
みにここの名物で激辛麻婆豆腐というのがあって、何とジョ さらに南下して、神社の次は寺町。町内全部お寺、時々ラ
ン君が「GOOD!」と言ってバシバシ食べている。ちなみに、 ブホテル後お墓という不思議な風景に、ジョン君は驚いて

「奉仕を通じて平和を」
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いる。続いて、四天王寺さん。ここは「四天王寺伽藍」とい
って、日本の寺院の伽藍配置の代表的な物のうちのひと
つ。ついでに、池の亀も有名ですね。
四天王寺山の池の青亀が浮かんでくると、大阪に変がある
という言い伝えがあります。
ちなみに、再び落語ネタですが、ニワカ（ダジャレ、小話）
に青亀が浮かんできたところ、トロロを撒いたら、青亀が沈
んでいって変を避けることが出来た、と。なぜか？「アオカ
メノコワイトロロ」。これではなんのこっちゃかわかりません
が、「憧れのハワイ航路」のメロディで歌ってください。「あ
ああ、アオガメーノ♪・・・・」。お粗末でした。
四天王寺さんの次は一心寺。ここも一心寺シアター等、
演劇、寄席で有名ですね。ここの住職さんは、京大建築学
科出身の建築家。住職さんが学生時分、一心寺の娘さん
を家庭教師していたのが縁で仏門に入られたとか。そのた
め、山門や本堂横にある日想殿などは、現代建築と、古い
寺院建築が混ざった、摩訶不思議な建物。ポストモダン時
代の関西の代表作で一見の価値アリ、です。
その後、「せっかくやから通天閣に登ろう」新世界をワッ
セワッセと進んでいったら、何と登るのは一時間半待ち。あ
えなく断念、２階まで登って、今回の行程は終了。
横にスパワールドがあるけれど、寒いのでお風呂は止め
にして、ジャンジャン横丁で串カツで乾杯。次回の集結を
胸に誓って、隊員全員。ほろ酔い気分で家路についたの
であった。
歩こう会グルメ情報その１
餃子食堂 大阪亭
大阪市北区天神橋 1-10-8 ℡06-6956-4081
天神橋商店街南端を出てすぐ左手にあります。
とにかく餃子、唐揚げ、何でも美味しい。文中の麻婆豆腐
は、マジで辛いので、心して頼むこと。

生國魂神社

四天王寺

通天閣

高津神社

「奉仕を通じて平和を」
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次週のプログラム

本日のメニュー
～洋食～
鶏のコンソメスープに新玉葱

第 1322 回例会／2013 年 5 月 8 日
シーザーズサラダ
◆挨
プライムリブのロースト レフォール添え

拶
「 スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）

フランスパンとロールパン
◆ロータリーソング「われら日本ロータリアンの歌」
珈琲
◆卓

話
公開卓話
ヨガ教室「視力向上ヨガ」
講師 竹谷 麻里 様

＊＊＊ 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。
イラスト提供：
http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
3. ☆素材通り☆他
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。
他（C）
ikoi・Miho´s house 他

予定表

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

月

日
５

曜日

予定

時間他

1

水

第１３２１回 例会 「各委員会の役割について」松川雅典会員

３

金

～５日（日）２０１２～１３年度春のライラ 於六甲山ＹＭＣＡ

８

水

第１３２２回 例会 「第２回 ヨガ教室」ヨガ講師 竹谷 麻里様

公開卓話につき１４時例会終了

９

木

地区国際奉仕委員会 於 ガバナー事務所

15：00～ 安井国際奉仕委員出席

１５

水

１９

日

歩こう会「大阪の諸道を行く～熊野街道」 第５回

9：30 南海電車「尾崎駅」集合

２２

木

第１３２４回 例会 ライフリバー 畑野 研太郎 先生

18：00～新旧合同睦輪会 於太閤園

２８

火

淀輪会ゴルフコンペ 於よみうりカントリークラブ８：４５集合

夜ＩＭ６組会長・幹事交流会（仮予定）

13：30～定例理事会

第１３２３回 例会 クラブヒストリー「１１年目から現在まで」片岡会長 １３：３０～絵画クラブレッスン
第２回 委員長会議 18：30～ 於 ワシントンホテル２Ｆ宴会場 次年度委員長出席をお願いします。

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

「奉仕を通じて平和を」

－6－

Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他
2012～13
年度 国際ロータリー会長 田中 作次
他☆素材通り☆他 http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他
他 他

