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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 1322 回例会／2013 年 5 月 8 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」
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
公開卓話
ヨガ教室「アイヨガ～視力向上ヨガ」
ヨガ講師 竹谷 麻里 様
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第 1321 回例会報告 （5 月 1 日）
■司会進行

SAA 山本会員

■ロータリー・ソング

SAA 鋳方会員

■来賓紹介

SAA 鋳方会員

大阪 RC

嘉納 秀一 様

■出席者報告
第 1321 回例会
会員数 34 名
出席数 27 名

SAA 山本会員
2013 年 5 月 1 日
出席率 82.35％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 1 名

第 1320 回例会（4/24）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 84.85%
4/27 鋳方会員
4/27 松尾会員
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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
2013.5.1

菅本泰年（ひろとし）さん
ご入会おめでとうございます！
楽しいロータリーライフを
ご一緒しましょう♪♪

して強要してはならないと。 日本には入会を待っている人
がまだまだ沢山いるはず」と力強く語られたとのことです。
簡単に申せば、RI 第 2660 地区以外にお住まいの皆様方
のお知り合いで「ロータリアンにふさわしい人」がいらしたら、
お知り合いのお住まいの地区に紹介をする、というシステ
ムです。 このことが、いずれ RI 第 2660 地区に他地区から
「 発掘されていないロータリアンにふさわしい人」 の紹介
につながるものと確信いたします。 直接自分のクラブ会員
とはなりませんが、まず他人のために、やがて自分のクラ
ブにも帰ってくると言う、ロータリーの精神に基づき、大きな
課題達成のため発想を変え全日本で達成しようとするもの
です。
3 月末の当地区の登録状況は、登録クラブ 60 クラブ、他地
区への紹介者数 2 名という状況です。『 SAKUJI 作戦』は
次年度も継続されていきますので、更に多くのクラブ、多く
の被紹介者のご登録をお願い申し上げます。
■東日本大震災義援金報告

5 月 1 日 ４，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、田中会員、中川会員、村角会員、
山路会員、山本会員

ゴールデンウィーク前半終了しましたが、どこか行かれまし
たか？
本日の合計
6,000 円
また、後半予定されていますか？先月２８日に城東ロータ
今年度累計
167,000
円
リークラブの４０周年記念式典に松本幹事と行ってまいりま
した。例会場のニューオオタニで１００名ほどで行われまし
米
山
ボ ッ ク ス
た。「ロータリーとして広く地域に発信していこう」と今回の
寄贈を決めた。
北野会員、田中会員、中川会員、村角会員、
15 周年にも時計を寄贈しておられますが、当時の時計
山路会員、山本会員
が設置されていた大阪城ホール隣の噴水付近の同じ場所
で「建て替え」を行い、「前回より少し大きくした」という時計
本日の合計
6,000 円
の全長は 5.5 メートルもあり、新たに大阪ゆかりの豊臣秀吉
今年度累計
171,000
円
の馬印であるひょうたんを付け、「ロータリーのひょうたん時
計」と名付けられました。上部にはソーラーパネルを設置し、
夜になると文字盤とひょうたん部分が光る仕組みにされて
ニ コ ニ コ 箱
報
告
います。当クラブも周年行事に向けて進む必要があります。
久富 会員
次々週の例会前に会長会を開催し、確定したいと思いま ■SAA
稲田会員
月初にて。
す。よろしくお願いいたします。ジャパンから『SAKUJI 作
北野会員 ２７日は次年度委員長の皆様おつか
戦』と命名しましたが、田中作次会長の名前をもじっており
れさまでした。
ます。 命名につきましては、田中作次 RI 会長の了解を得
田中会員
月初にて。
られたようですが、その際に、作戦を実現するように強い要
中川会員 月初にて。
望を出されたようです。それに加え「特に、ロータリーに入
花原会員 菅本会員の入会を大歓迎します！
会し本当に良かったと思う人に、是非あの人にも入会して
松川会員 孫の初節句です。４０年ぶりに武者人
欲しいと伝わるような気持ちで、紹介状を書いて欲しい、決
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形を出しました。菅本さんこれからの
新大阪 RC を背負って立って下さい。
松本（圭）会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
村角会員 ゴールデンウィークを楽しみましょう。
山本会員 今月司会の当番になりました。不慣
れのことですが、皆様のご協力よろし
くお願いします。
■幹事報告
幹事
松本 正
・５月の予定表をメールボックスへ配布しておきました。
今月は５週目が休会となっています。ご確認下さい。
・本日例会終了後、談話室にて定例理事会を行います。
理事各位はご参集ください。
・同じく本日夜７時より、大阪ヒルトンイーストの「聘珍樓」
にて新入会員歓迎会を行います。２０名のお申し込み
を頂いております。会費は会場で集めます（お一人８，
０００円）。よろしくお願いします。

卓

話

「委員長の役割」
松川 雅典 会員

１、

２、

新大阪ロータリークラブには独自の定款
はありません。国際ロータリーの推奨する
定款をそのまま新大阪ロータリークラブ
の定款としています。しかし新大阪ロータ
リークラブクラブ細則はあります。これが
新大阪ロータリークラブの活動内容を決
めている法律です。
会長は新大阪ロータリークラブを代表し
ます。しかしもっとも大事な役割を担って
いるのが幹事です。会員に対するすべての
記録、国際ロータリーに対するすべての報
告、会費の徴収、活動計画書・報告書の作
成など新大阪ロータリークラブの活動の
中枢を担っているのが幹事です。
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３、

その幹事の補助を行うのが事務局です。新
大阪ロータリークラブの歴史において過
去何度か事務局が欠けたことがありまし
た。歴代会長幹事は例えば幹事の娘さんに
ピンチヒッターをお願いするなどして危
機を乗り越えて参られました。
４、 事務局は委員会の仕事はしません。委員会
に情報の提供をし、委員長から依頼された
場合に委員会の開催通知などを行うだけ
です。委員長は自ら委員会を開きその年度
の活動計画を決定し、実行していかなけれ
ばなりません。決して事務局任せとしては
いけません。
５、 新大阪ロータリークラブの日常の例会の
運営を司るのがクラブ運営委員会です。ク
ラブ運営委員長には副会長が就任します。
これは翌翌年度の会長となる副会長がク
ラブ運営に精通しなければならないとい
う意味があります。その下に例会運営（Ｓ
ＡＡ・出席・プログラム・唱歌）、親睦活
動・会報の各小委員会があります。
６、 会員組織委員会は、細則では定められてい
ませんが、例年翌年度の会長である会長エ
レクトが就任する慣習となっています。こ
れは会員組織委員長がその年度にできる
だけ多くの新入会員を獲得して翌年度に
備えるという意味を持っています。この委
員会の下に会員増強・職業分類・選考の各
小委員会があります。
７、 職業奉仕委員会の下には会員研修・奉仕企
画・情報規定の各小委員会があります。こ
れらを束ねるのが職業奉仕委員長です。
８、 国際奉仕委員会にはＷＣＳと友好クラブ
の小委員会があります。
９、 大事なのは財務委員会です。新大阪ロータ
リークラブの扱うすべての金銭の保管管
理を行う重責を担っています。ロータリー
財団・米山奨学の各小委員会は財務委員会
に属しています。
１０、会計監査は極めて重要です。金銭に関する
トラブルが起こるとそれだけでクラブの
雰囲気が最悪になります。歴代会長幹事は
新大阪ロータリークラブが取り扱う金銭
に誤りが出ないように様々な工夫をされ
てまいりました。
以上各委員長の役割を述べさせていただきま
した。各委員長におかれては横山会長・北野幹事
を盛り立てるべく早期に各委員会を開催して来
年度の活動計画を策定され実行に移されるよう
にお願いします。
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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 熊野街道編の二
天王寺から仁徳天皇陵①
松本 正

歩こう会を長くやっていると、歩くのにふさわしい月と、あん
まし良くない月を、体が覚えてくる。などと書くと、大変な技
を身につけたように聞こえるが、滅茶苦茶暑い時の炎天下
に町内を行進したり、極寒の吹雪の中を飲み屋探して彷
徨ったりするのは、できれば避けたいなあ、という、よく考え
れば、歩かなくても、普通に考えればわかることなのであっ
た。そのため、歩こう会はオフィシャルには、8 月はお休み
（その他、隊員の予定が合わない、行き先の意見が纏まら
ない、今月は歩くのしんどいな、等々の理由で発作的に休
業する）になっているのだが、今回は、その反対、冬の盛り
の 2 月の極寒熊野街道レポートである。ので、読んで風邪
ひかないように、セーター、ドテラ等着込んでお読みくださ
い。
前回ジャンジャン横丁の串カツ屋で、次回の奮闘を心に
誓って、散会してから１ヶ月後の 2 月 17 日午前 9 時半、歩
こう会の面々は寒風吹きすさぶ地下鉄天王寺動物園前駅
に再び集結した。ここは、すぐ隣に「世界の大温泉スパワ
ールド」があるので、こんなに寒い日は、街道歩きなんちゅ
う酔狂なことは辞めにして、世界温泉めぐりして、一杯飲ん
で帰ってしまうのが良いような気もするのだが、誰も、言い
出せないことを聞き出せもせず、この日は堺目指して行進
を開始した。集まったのは、
村木隊員・・・歩こう会の牽引車的存在。とにかく、まっすぐ
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前進していくパワーたるや大病された方とは思えない。た
だ惜しいことに、この人は地図を見ない。ので、道を間違
えて何処かに行ってしまう、その異能を讃えられ、名誉顧
問ならぬメイロ（迷路）顧問の称号を持つ。また、どこでも突
然トマトスライスを注文するので、一部関西の昼飯屋、居
酒屋で恐れられている。
久富隊員・・・隊長。であるのは、この会の創設者であるか
らであり、隊が遭難の危機に遭遇しても、エイハブ船長み
たいに身を挺して、白鯨と闘ったりせず、みんなと一緒に
逃げる方だ、と思う。しかし、曲がりなりにも隊長なので、あ
ほなことを言っているように見えて、隊が道を間違わないよ
う気を配り、隊長自ら記録班（写真係）も兼務している、気
配りの人である。
北野隊員・・・グルメ番長。歩こう会で、最重要課題（という
か、他に重要なことってなんかあったかな？）は、お昼にど
こでビール飲んで、晩にどこで打ち上げするか、ということ
があるが、それはこの北野グルメ番長の能力にすべて委
ねられている。豊富な食通の店（B 級）の知識と、美味い店
（B 級）を見つけだす嗅覚によって、これまで数々の名店、
珍味の店（B 級）に歩こう会を誘ってきた。本日は、必殺
「蒸しそば」で勝負をかける。
松本圭右隊員・・・センセイ。歩こう会創設以来、すべての
回に参加、これまで琵琶湖行、伊勢参り、金毘羅作戦、す
べてを完全踏破している歩こう会の生き字引き的存在。参
加できなかった伊勢参り生駒山行は、後日、炎天下を一
人で歩いて、完全踏破を継続させたという根性の持ち主で
ある。ただし、この方も他隊員同様お酒が好きなので、歩
いてはビールを飲み、打ち上げでもバンバン飲むので、生
き字引の割には、これまでどこへ行ったか細かいことは全
部忘れているという説もある。
鋳方隊員・・・・ある時は、隊の先頭を切って前進し、ある時
は、隊のシンガリを勤め、ジョン君が来ると、関西弁訛りの
英語で、日本文化について、大いに語る、切り込み隊長。
焼酎のお湯割りともらい煙草をこよなく愛する。
田中隊員・・・・前回の金毘羅作戦の最終回（玉野～本島
～金毘羅さん行）に奥様と一緒に参加されてから、歩こう
会を気に入って、今回の熊野街道行は、単独で毎回参加、
以来、買い食い、立ち食い、昼ビールの会風に即座に馴
染んだ。（これを「ロータリー的「朱に交われば赤くなる」と
言う」。古参隊員にもまれての、厳しい（？）道行にもいつも
ニコニコ笑っている、歩こう会の宮沢賢治的良心。
ジョン隊員・・・久富隊員の義理のご子息。ニュージーラン
ドから参加、男前で大男、好き嫌いなく、日本食、中華、な
んでも、美味そうに食べ、ビールもガンガン飲むナイスガイ。
いずれ、歩こう会海外支部を創設してくれるのではないか
との期待が、一部隊員の間で持たれている。
松本正隊員・・・大体において二日酔いでやってきて、昼
間にまたぞろビールを飲むので、ほとんどどうしようもない
のだが、この男が地図を作ってこない限り、その日、歩こう
会がどこに行くのか、誰もわからなくなってしまうので、一
部で珍重されている。後、打ち上げ前立ち寄り温泉探索隊
2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次
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の任も兼務。
いつものロータリーの例会の時と違う、歩こう会でのみん
なの表情をお伝えしようと思って、隊員紹介したのだけれ
ど、うーむ、またぞろ、原稿が長くなって、今回もまだほとん
ど進んでいないではないか。
これでは、仁徳天皇陵どころか、昼飯の蒸しそばに辿り
着けるかどうかさえ怪しいので、とにかく、先を急がねばな
るまい。
ということで、天王寺動物園前を出発し、飛田の「鯛よし
百番」の建物を眺め、ここは戦前の置屋の建物がそのまま
残っていて、また内部造作も日光東照宮陽明門やら三条
小橋やら、怪しの近代建築パワー満載、かつ現在は鍋屋
なので、建物愛でつつ、一杯やっていきたいのはやまやま
だが、それをこらえて、どんどん南へ南へ・・・・・と、ここでア
クシデント発生した。
村木隊員が行方不明、天下茶屋の公園でトイレ休憩した
ところまでは、確か一緒だったと思ったのだが、気が付くと
姿が見えない。メイロ顧問の面目躍如、である。とにかく久
富隊員が携帯で連絡取りあい、待ち合わせ場所を松虫通
りにしたのだが、これがまたまたまずかった。あたりには高
いものが何もなく、通り沿いにある聖天山は、知る人ぞ知る
大阪 5 大低山の一つ（標高 14m）で、登っても景色も何も
見えず目印にもならん。さらに、松虫通りは南海電鉄、阪
堺電鉄と何回（細かいシャレ）も線路が横切っているので、
地図が難解（細かいシャレ）、どの線路のどこにお互い居る
のか、皆目見当がつかず、このままでは「蒸しそば」がどん
どん危うくなっていくので、とにかくさらに南下して帝塚山
の万代池の中の島をお互い目指すこととした。これで、会
えなかったら、生涯会えんぞ、と思いつつ、万代池公園に
急行すると、前進力は他の追随を許さない村木隊員はす
でに、池の浮島に到着していた。やれやれ。

る。

その中で住吉大社は本殿が４つあり、祭儀の方法に特
徴があることでも有名なのだが、すでに時刻は 11 時半を
過ぎている。目指すソバ屋は、さらに南南西の方角約 5 ㎞。
そこで住吉さんの講釈はこれくらいにして、一路蕎麦屋を
目指して、歩こう会名物「美味いもんとビールにつられて大
驀進」開始、俄然、全体のピッチが上がる。

ちなみに、この稿のタイトルは「熊野街道」編だけれど、
実は今歩いているところは、紀州街道なんですね。実は、
現在の熊野街道は、どちらかというと大阪の東の方の幹線
道路になっているところも多く、そのまま歩いていたんでは、
あんまり面白くない。なので、そこは臨機応変というか適当、
出たとこ勝負の歩く会は、歩いて楽しい道を選ぶのだ。と
いうことで、紀州街道沿いに、大和川を越え、大阪市から
堺市へ突入、大道筋沿い、ザビエル公園を横目に、蒸し
そば「ちく満（ちくま）」に到着。着いた途端に「なんじゃこり
ゃあ？！」。およそ蕎麦屋の店構えではない。
(次号に続く)
ひさかたの邂逅と互いの無事を喜び合いつつ、一同揃
って、住吉大社へ。
住吉大社は、伊勢神宮、出雲大社と合わせ、建築上、日
本の神社建築の 3 大様式の一つ、それぞれ「住吉造り」
「伊勢造り」「大社造り」と言い、これに時代が下がって成立
した春日大社の「春日造り」を合わせ、「四大造り」と称す

「奉仕を通じて平和を」

－5－

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
～和食～
青柳のぬた和え

次週のプログラム

鯛の薄造り グレープフルーツポン酢
油目の木の芽焼き
第 1323 回例会／2013 年 5 月 15 日

淡路の砂蛸 軟らか煮
◆挨

牛ヒレステーキ ポーマン風
麦とろご飯 香物 合わせ味噌汁

拶
「 スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）

◆ロータリーソング「われら日本ロータリアンの歌」

グレープゼリー 爽やかミントソース添え

◆卓

話
クラブヒストリー
「１１年目から現在まで」
片岡 重裕 会長

＊＊＊ 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
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
のために奉仕できます。
☆素材通り☆他
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
他（C）ikoi・Miho´s house 他
私は人のために奉仕します。

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

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

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
１２：００～「歴代会長会」於談話室 歴代会長・現、次、次々年度会長出席

18：30～第２回 委員長会議 於ワシントン

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）

２９

水

例会休会

MU 受付あり SAA よろしくお願いします。

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「奉仕を通じて平和を」

Miho´s house 他
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Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他
他☆素材通り☆他 http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他

