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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 2013.5.15

＊＊＊ 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 1323 回例会／2013 年 5 月 15 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

■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
本日の卓話ゲスト
会 友
片岡会長夫人
北野会員夫人
松尾会員夫人
湯浅会員知人
■出席者報告
第 1322 回例会
会員数 34 名
出席数 22 名

SAA 鋳方会員
ヨガ講師 竹谷 麻里 様
宮崎 信夫 様
片岡 仁美 様
北野 まゆ美 様
松尾 良子 様
河瀬 麻衣 様
SAA 山本会員
2013 年 5 月 8 日
出席率 70.59％
欠席数 10 名

出席免除会員欠席数 2 名

クラブヒストリー
「１１年目から現在まで」
片岡 重裕 会長

「奉仕を通じて平和を」

第 1322 回例会報告 （5 月 8 日）

－1－

第 1321 回例会（5/1）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 88.24%
4/27 横山会員
5/01 三島会員
5/01 谷口会員
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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
2013.5.8

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、片岡会員、村木会員、安井会員、
山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

5,000 円
172,000 円

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、片岡会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
175,000 円

今日は卓話で前回好評の竹谷先生に来ていただいて、ヨ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
ガの講習をお願いしました。先生は今年に入って結婚され
たと聞きました。大変残念ですが、本当におめでとうござい
■SAA
久富 会員
ます。後ほどよろしくお願いします。
片岡会長 竹谷先生をお迎えして。
さて長いゴールデンウィークも終わりましたが、どこかへ行
鋳方会員 寒暖の大きい気候ですが、皆様体調
かれましたか。
管理に気をつけて、毎日元気に過ご
大阪でも４年に一度の食博覧会が南港のインテックス大阪
しましょう！。
で開かれましたが、４月２６日から５月６日までで６５万人も
植田会員 本日欠席のお詫び。そして先日は歓
入場したそうです。すごいですね。このＧＷの間に高槻で
迎会、誠にありがとうございました。本
２日で１２万人のイベントがあったことはご存知ですか。今
日はチャイナテーブルで働いていま
年で１５年目になるそうですが、「高槻ジャズストリート」と言
す。
ってＪＲ高槻から阪急高槻の間の広場、ホール、レストラン、
菅本会員 先日は歓迎会に参加させて頂きあり
バーなどあらゆるところ５２か所で７０７ものバンドが演奏を
がとうございました。まだまだ若輩者
行いました。会場が広いので無料でバスが巡回し、そのバ
ですが、何卒ご指導宜しくお願い致
スの中でも演奏が行われていました。プロは、日野皓正や
します。
宇崎竜童からアマチュアは中学校のブラスバンドまで審査
久富会員 楽しみにしていた連休もあっという間
や抽選があって決められるそうです。
に過ぎて、日常にもどりました。これ
１５年前に在住のジャズ好きなミュージシャンが集まって
が幸せというものでしょうか。皆んなに
３０ほどのグループが、高槻にはレジャー施設や観光地が
感謝。
あまりなく、ＧＷになると住民が市外へ出て行ってしまい、
山本会員 良い気候となりましたが、朝晩寒さを
町が静まりかえるので、音楽の力で街を盛り上げて人を集
感じるのは私だけでしょうか？お互い
めようと企画したそうです。当初はあまり知られていないか
体調に充分気をつけましょう。
ら苦情が多かったそうですが、何とか１５年続けて行政にも
協力してもらい、１２万人も集まる市民中心のイベントにな
■幹事報告
幹事
松本 正
ったそうです。何も食べずに２０００円払う食博と比べ、市内
どこへ行っても無料で音楽が聴けるイベントは素晴らしい
・先週行われました定例理事会の議事録をメールボック
と思います。来年、高槻に行きましょう。
スへ配布しておきました。ご確認下さい。
■東日本大震災義援金報告

5 月 ８日 ３，０００円

「奉仕を通じて平和を」
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・次週例会前１２時より会長会を行います。歴代会長、
現・次・次々年度会長、ご出席をよろしくお願い致しま
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す。
・同じく次週１５日１８時３０分よりワシントンチャイナテー
ブルにおきまして、第２回次年度委員長会議を行いま
す。出欠はすでにお聞きしましたが、もし変更がありま
したら１３日(月)午前中までに事務局宛ご連絡をお願
いします。それ以降、キャンセルができませんのでご了
承ください。⇒会長エレクト都合により延期となりました。
改めて開催日をお知らせします。

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

昨年８月に第１回目のヨガ教室を開催した際に、大
変好評でしたので、この度２回目を再び竹谷先生にお
願いすることになりました。今回は趣向を変えて「アイヨ
ガ～視力向上ヨガ」ということで、眼に効くヨガを教えて
頂きました。
当日の模様を写真で紹介します。
尚、パワーポイントの資料は前回例会時に全員に配
布しましたので、そちらをご覧下さい。（会報委員会）

「奉仕を通じて平和を」
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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②
松本 正

（前号のあらすじ：天王寺動物園前より南を目指しひたす
ら歩くも、天下茶屋付近で村木迷路顧問？が行方不明、
しかしそこは便利な現代である。携帯で連絡を取り合い、
帝塚山の万台池公園でめでたく再会を果たす。その後住
吉大社のお参りも早々に、北野グルメ番長が絶対の自信
を持ってお奨めするお昼処「蒸しそば ちく満（ま）」に突進
した一行が見たその店は、およそ蕎麦屋という構えではな
かった・・・。）

蒸し蕎麦、ビール、お酒で膨れたお腹をさすって、表に出
る。しかし、これで終わらないのが、歩く会の強者の強者た
る所以。とにかく、この会の人々はよく食べるのだ。
まず食後のデザートということで、小島屋さんで堺銘菓の
一つ、芥子餅をいただく。「甘すぎんし、これくらいなら食
べられるなあ」と思っていると。北野グルメ番長。続いて「こ
こへ行かんと堺へ来た意味がない！」とご近所の「かん袋」
さんへ。ここではクルミ餅が名物。とはいうものの、酒好きで
甘いさんは、日常あんまり食べない筆者は「ここはもうええ
なあ」とみんなが食べているのをぼんやり見ていると、机に
クルミ餅が一つ残っている。「これ、誰のですか？」「松本
君のやがな」村木隊員が買ってくれはったのですね。クル
ミ餅で、さらに腹パンパンになって表に出る。さて、本日後
半のハイライトは世界最大の墳墓、仁徳天皇陵。腹をさす
りつつ、前進再開・・・・・とふと気がついて後ろを振り返ると、
みんないない。「もしや・・・・」と思ってきた道を戻ってみる
と、みんなでタイ焼きを買って食べている！確かに、前を
通過した時に筆者も「おいしそうなタイ焼き屋やな」とは思
いました。しかし、あれだけお蕎麦や甘いさん食べて、ま
というか、セメント工場の真ん中を叩き切って、木造の蕎 だタイ焼き入りますか！恐れ入りました。
麦屋を突っ込んだというか、何かの間違いで同じ土地に、
蕎麦屋と工場を建て始めて、お互い気が付いた時にはす
でに遅し、というか、とにかく滅多に見られん風情の建物で
す。驚きつつ店内に入ると、中は大盛況。で、メニューは
突出し（削り節）と「あつ盛り」と呼ばれる蒸しそば「一斤」
「二斤」の 2 種類しかない。そこで、突出しでビール、日本
酒をつついていると、セイロに載った蒸しそばがツユ、生
卵、薬味とともに登場。腹減ってるし、さっそくいただいて
みると・・・・なかなか摩訶不思議な味わいの蕎麦である。ご
存知の方も多いかと思うが、元来蕎麦は蒸して食った。今
も、モリやザルがセイロに載っているのは、その頃の名残
であって、実はそばの食べ方としては、こちらの方が元祖
なのだ。現在のように、茹でて水で晒して食べるようになっ
たのは、江戸の終わりである。ということで、この店では江
戸時代に帰って蕎麦が食べられるという、貴重な体験がで
その後、寒空の下、仁徳天皇陵の周りを一周し、今回も
きます。ご馳走様でした。
寒いので風呂屋はよして、南海堺東駅からとりあえず難波

「奉仕を通じて平和を」
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へ戻り、なぜか「味園」へ突入。昭和元禄～バブル的キン
キラ個室宴会場で（結構すごいぞ！）、寄せ鍋宴会。カラ
オケがあったので。ジョン君に歌うか？と聞くと、リクエストし
た曲がクィーンの「ボヘミアンラプソディ」。ご存じない方も
多いかと思うが、この曲は数年前、イギリスのメディアで行
った「過去 1000 年間のベストチューン」に選ばれた名曲な
のだ、が途中でオペラみたいなパートはあるし、転拍子、
転調しまくりで、およそ一人で歌える曲ではない。発作的
に筆者が助っ人に入ったら、これが呼び水になって、北野
隊員はプレスリー、鋳方隊員ビートルズ、と隊員みんな英
語の歌歌いまくりの狂乱のカラオケ大会盛り上がり、歩こう
会の夜は怪しく更けていくのであった。（了）

歩こう会グルメ情報その 2
ちく満

大阪府堺市堺区宿院町西 1－1－16℡072－232－0093
創業 300 年の堺を代表する老舗蕎麦屋。文中で書いたよ
うに、建物は超アバンギャルド、一発勝負のセイロ蒸し蕎
麦は他では滅多に食べられない珍品です。
かん袋

大阪府堺市堺区新在家町東 1－2－1℡072－233－1218
お腹いっぱいでしたが、それでもここのクルミ餅は大変お
いしくいただけます。朝 10 時からやっていますが、売り切
れ閉店で大人気のお店なのでご注意のほどを。

「奉仕を通じて平和を」
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本日のメニュー
～洋食～
ウクライナ風スープ

次週のプログラム

かじき鮪のコンフィー プロヴァンサル風
フランスパンとロールパン
第 1324 回例会／2013 年 5 月 22 日

水出し珈琲 ブラマンジェ
◆挨

珈琲

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」

◆卓

話
ライフリバー代表 畑野 研太郎 先生

地区広報委員会よりお知らせ
２０１２年４月～６月
広報委員会では、昨年に引き続きラジオ大阪を通じ、ロータリー活動
について、一般の皆様にアピールしております。
皆様、是非お聴きください！
番組名： ラジオ大阪

★「あなたのそばにロータリー」

毎週 水曜日１６：１２～放送します

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

（第１回～第６回は放送済み）
第７回 ５月１５日

山田英男ガバナー補佐エレクト（IM6 組）

第８回 ５月２２日

谷口勉ガバナー補佐（IM7 組）

第９回 ５月２９日

小林和由ガバナー補佐（IM8 組）

第１０回６月 ５日

福家宏ガバナーエレクト

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

予定表

月

日
５

６

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。
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

曜日

予定

時間他

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

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 18：30～

２９

水

例会休会

MU 受付あり SAA よろしくお願いします。

１

土

地区次年度会員増強セミナー 14：00～16：45 於大阪 YMCA２F 横山会長エレクト・松川増強委員長出席

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

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

