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■ 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／横山 洋一郎 幹事／北野 克美 会報委員長／村木 茂 会報副委員長／森田 智博
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 2013.8.7

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
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。

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

http://www.shin-osakarc.jp

第 1332 回例会報告 （7 月 24 日）

＜本日のプログラム＞
第 1333 回例会／2013 年 8 月 7 日
本日の挨拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

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 ｢日も星も風も｣
さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ出掛けよう
日も 風も 星も ラララ 光るよ
卓

■司会進行

SAA 花原会員

■ロータリー・ソング

SAA 田中会員

■来賓紹介

SAA 中川会員

会 友
片岡会員令夫人
北野幹事令夫人
村角会員令夫人

■出席者報告
第 1332 回例会
会員数 34 名
出席数 24 名

話

菅本 千代子 様
片岡 仁美 様
北野 まゆ美 様
村角 克恵 様
（あいうえお順）
SAA 花原 会員
2013 年 7 月 24 日
出席率 82.35％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 4 名

第１回クラブフォーラム
「親睦活動小委員会」
田中 宏 委員長

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

第 1331 回例会（7/17）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 94.12%
7/18 安井会員
7/24 松本（正）会員
7/24 大石会員
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

横山 洋一郎 があがり、川に架かる橋の下を神輿が通れず、下流の御
2013.7.24 旅所への航行が不可能になったため中断となりましたが、
昭和２８年（１９５３）に大川を上流に遡って航行するという、
皆さんこんにちは
今までとは全く逆の新しいコースの船渡御が復活しました。
先週は日本三大祭 祇園祭（京都市、八坂神社）、天神祭 このコースが現在の船渡御のコースです。
（大阪市、大阪天満宮）、神田祭（東京都、神田明神）の一 これによって、御旅所で行っていた神事を御鳳輦奉安船
つの祇園祭りについて少しお話をさせていただきました。 で行うようになり、両岸の大群衆が見守る中で「船上祭」を
本日も、ちょうど天神祭の宵宮ですので、少し天神祭につ 斎行するようになりました。
いてお話をさせていただきます。
さすがに賑やかな祭りも、御鳳輦奉安船が通る時だけは
皆さんもご存じのとおり天神祭は大阪天満宮の祭事であり 「大阪締め」も止んで沈黙でお迎えするのが決まり事となっ
ます。
ており、またお通り道の上の橋の中央の欄干には「御神体
大阪天満宮が創祀されたのは平安時代後期の天暦３年 を真上から見下ろすのは失礼にあたる」と目隠しが施され
（９４９）のことで、当時、都では落雷や疫病の流行などの天 ています。
変地異が度重なり、人々はこれを配所で非業の死を遂げ 現在では、ギャル神輿や奉納花火など行われるように
られた菅原道真公の怨霊によるものと考え、その霊を鎮め なり、同じ日本三大祭りではありますが、その格式を重んじ
るために、一夜のうちに七本の松が生え、夜ごとに、その かたくなに伝統を守ってきた祇園祭りとは違い、大阪人気
梢は金色に光り輝いたという当地に村上天皇が、天満宮 質とも言えますが、守るべきものは守り祭りの形をその時代
を造営され「天満大自在天神」としてお祀りしました。いわ 時代に合った祭りに変えてきたのが、大阪天神祭ではな
ゆる「天神信仰」の始まりです。
いでしょうか。
天神祭の始まりは、 大阪天満宮が創祀された翌々年の天 天神祭にお出かけになられる予定がありましたら、賑やか
暦５年（９５１）に鉾流神事が始まりました。 鉾流神事とは、 で目を引く「舞台船・どんどこ船・人形船」や夜の「奉納花
社頭の浜から大川に神鉾を流し、漂着した場所にその年 火」だけではなく、おごそかに行われております奉安船で
の御旅所を設ける神事で、御旅所とは御神霊がご休憩さ の「船上祭」も気をつけて眺めるのもいいものではないでし
れる場所のことです。
ょうか。
この御旅所の準備ができると御神霊は陸路で川岸まで出
御、乗船して大川を下り御旅所へ向かいました。この航行
が船渡御で、天神祭の起源とされています。
当時は旧暦６月に鉾流神事が行われ、6 月 25 日に船渡御 ■東日本大震災義援金報告 ７月２４日 ３，０００円
が行われたといいます。
室町時代には７月７日に天神祭が行われたとの記録も残
っており、当時は祭事の日程もまちまちだったようですが、
江戸時代に菅原道真の生誕の日に因んで旧暦の６月２５
日に固定され明治十一年、太陽暦の採用で７月２５日に変
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
更され現在に至っております。
北野会員、
このころ鉾流神事で御旅所の地を決めるのをやめて、雑
喉場町（西区）に常設の御旅所がおかれました。これによ
本日の合計
1,000 円
って船渡御のコースは固定化され、祭礼の一部始終を事
今年度累計
19,000 円
前に計画できるようになり、今までは天満宮周辺の氏子と
一部の崇敬者で行っていた祭事も、御旅所の常設後は一
米
山
ボ ッ ク ス
般の天満宮周辺の氏子・崇敬者も御迎船を仕立てて川を
遡行し、神霊奉安船と合流後に反転して、御旅所まで一
北野会員
緒に下航するようになり、その後まもなく氏子以外の町衆も
講という結社を形成し祭に参画するようになり、年々御迎
本日の合計
1,000 円
船が豪華絢爛になり、その華やかさが話題になり全国に知
今年度累計
16,000
円
れ渡り日本三大祭りと呼ばれるようになりました。
近年になって、大阪一帯の地盤沈下のために大川の水位
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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新大阪ロータリークラブ
ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA
菅本会友

植田会員
北野幹事

告

委

菅本 会員
皆様に大変お世話になっています。
本日初めて参加させて頂きました。ど
うぞ宜しくお願い致します。
暑中お見舞い申し上げます。
本日はインフォーマル最終日、よろし
くおねがいします。

員

会

報

■Ｒ財団小委員会

安井 一男 委員長

ロータリー財団の恒久基金/大口寄付の内容についての
説明。
ＵＳ＄１００００以上の現金による寄付を大口寄付と呼びま
す。寄付者が他界後にロータリーに財産を移譲する旨を
残す事を遺贈と言い、２５０００ＵＳ＄以上となっています。
■親睦活動小委員会

■幹事報告

幹事

告

田中 宏 委員長

北野 克美
・横田会員、武市会員の新入歓迎会を８月２１日（水）にワ
シントンチャイナテーブルで行う。出欠の返事は次回例
会時に聞く。
・上七軒ビアガーデンの予算オーバーの報告
男性のみ@２０００円を追加徴収、次回例会時に徴収予
定、余り分は親睦会計に入れます。

卓
・大阪難波ＲＣより例会変更・休会のお知らせが届
きました。回覧します。

話

「イニシエーションスピーチ」

・本日メールボックスへ８月の行事予定表を入れておき １．横田 靜雄 新会員
ました。ご確認下さい。アドレス登録されている方へはメ
ールでも送信しておきました。
・次週７月３１日は例会休会です。次回は８月７日です。
ＭＵ受付担当の方はよろしくお願いします。
・８月５日（月）は事務局お休みをいただきます。ご迷惑
をお掛けしますがよろしくお願い致します。

東淀川区に居を構える。クラシックが好きで（聴くだけ）、18
の頃より聴き続けている。2 度程、東京遠征を試みた。赤
坂にある、「サントリーホール」へ。一度目は、「ウイーンフィ
ルのコンサート」。二度目は、レジャー施設の副支配人を
仰せ付けられていた関係で、「東京 DL」への研修が主たる
目的であったが、夜、同行者と別れ「サントリーホール」へ。
今回は、「若杉弘のドレスデンの演奏会」。演奏曲目は覚
えていない。ここで、「豆知識の時間」。クラシック専用ホー
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－3－

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
ルとして初めて建造されたのが、朝日放送系の「ザ・シンフ ２．武市 直子 新会員
ォニーホール」で、
1984 年。次に建造されたのが、前出の「サントリーホール」
で、1986 年。また、この「サントリーホール」に絡む面白い
エピソードをお話したいと思います。当時サントリーの社長
若しくは会長をされていらっしゃった「佐治敬三氏」に、関
西の経済会等々の各方面から「何故に東京なのか？」と、
多くの非難を頂戴されたと、聞き及ぶ。そこで、佐治さんの
取った行動は「大阪南港でのミュージアム建設」であった。
完成後に佐治さんはこのように仰られて居ります。「これで、
勘弁してください」っと。なんと、洒落でウイットに富んだ方
であろうかと、感心するだけである。今は、大阪市に移管さ
れていると聞く。僕がご尊敬申し上げる、「唯一無二」な方
である。
さて、ここからが本題である。
シンフォニーホールの一本道路を挟んだ北側に、今は存
在しないが、「ホテルプラザ」があった。リーガロイヤルに次 新入会員の武市直子です。
ぐ、大阪のシンボリックなホテルであった。かれこれ、14 年 本日は自己紹介の場をいただきありがとうございます。
前に閉鎖。1999 年であった。シンフォニーホールがはじま 若手新人として、持ち前の行動力と体力で当倶楽部に
ったのが、1984 年。15 年間通い詰めたものである。当時、 貢献したいと思いますのでよろしくお願いします！！
2 時には「BAR」が OPEN。作業を抜けて、よく行ったもので じっとしているのが苦手で、考えるよりもまず行動してしま
す。まだサラリーマンの時代でありますが！夜は夜の楽し う性分です。
み、コンサート後はコンサート後の楽しみがあったー。大袈 お声をかけていただければ喜んで動きますので色々と勉
裟に云えば、僕の「食の原点」っと言っても過言でもなんで 強させて下さい。
もない。こんなこともあり、今では、お客様をお呼びして「茶 人と関わっていくことが好きな私にとって、新大阪ロータリ
懐石」を、もてなすこともある。僕の俗称「ジャイアン 2 号」か ー倶楽部に入会できたことは、新しい出会いの場として感
ら、お取り引き様から頂いた屋号が「慈愛庵」と名付けて頂 謝するとともに、新しいことにチャレンジしていく場としても
いて居ります。ほかに、何等特技も趣味もございませんが、 沢山の楽しみがつまっているようです。
クラシック音楽とお料理をこよなく愛する者であります。
これからも多くの方々との関わりの中で、たくさんの失敗を
お近くにお出での際は、どうぞお立ち寄りいただきますよう すると思います。
に、お待ちもうして居ります。長々のご静聴ありがとうござい どうぞ、私の成長機会として暖かく見守って下さいますよう、
ました。
よろしくお願い申し上げます。
（追加投稿）
八起会（倒産１１０番）
野口誠一会長講演談話より
厳しい意見を述べられていることを紹介する。
「ロータリーやライオンズに入りたいのは、名誉やバッジを
つけたいだけで、奉仕の欠片も微塵もない。」っと！
もっともな意見でもあろうかと思われる。我々は、このような
発信を素直に耳を傾け受け入れることが、我々の行動を
正当化し有用化出来るものと信じる。
ありがとうございます。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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８月のバースデーロータリアン
８月 ７日
８月１７日
８月１８日
８月２０日

山根会員
宮崎会友
遠藤会員
森田会員

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ

MEMO

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－5－

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー
～洋食～

次週のプログラム

鯵と焼き茄子のテリーヌ オレンジの香り
牛肉(ランプ肉)のステーキ 夏野菜がいっぱい
第 1334 回例会／2013 年 8 月 21 日

フランスパンとロールパン
◆挨

デザート カプチーノのババロア
珈琲

拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）

◆ロータリーソング
◆卓

「日も風も星も」

話

第２回クラブフォーラム
「会員組織委員会」
～増強バズセッション～
松川 雅典 会員増強委員長

次週８月１４日（水）は例会休会で
＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

す。次回は８月２１日（水）です。

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
８

９

曜日
７

水

予定

時間他

第１３３３回 例会 第１回クラブフォーラム「親睦委員会」

１３：３０～ 定例理事会

第１回増強小委員会・研修委員会 １８：３０～

於 弁護士法人 淀屋橋・山上合同

１４

水

例会休会

ＭＵ受付なし 事務局１３～１６日休み

２１

水

第１３３４回 例会 第２回クラブフォーラム「会員増強バズセッション」

１３：３０～絵画クラブレッスン

２４

土

～２５日（日）歩こう会「大阪の諸道を行く～熊野（紀州）街道」第７回 和歌山市加太「あたらし屋」泊

２８

水

第１３３５回 例会 災害復興プロジェクト

４

水

第１３３６回 例会 第３回クラブフォーラム「クラブ運営委員会」

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www.web-style.co.jp/index.html 他
http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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・（C）ikoi・Miho´s house 他

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
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

