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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／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 2014.2.26

＊＊＊ 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 1356 回例会報告 （2 月 19 日）
■司会進行
SAA 村木会員

＜本日のプログラム＞
第 1357 回例会／2014 年 2 月 26 日
本日の挨拶
「リーホー 汝 好」 （台湾語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」

■ロータリー・ソング

「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」
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

■来賓紹介
SAA 久富会員
本日の卓話ゲスト
濱中 応彦 様
伊丹ＲＣ
冨田 茂 様
公開卓話ご招待ゲスト
向井洋司様、太田雅裕様、藤田秀明様、山崎道子様
会員御令室の皆様
片岡仁美様、田中絹子様、花原久子様、松川美穂
子様、村角克恵様、横山有紀江様、松尾良子様
会友の皆様
宮崎信夫様、辻本嘉助様、岡田孝司様、菅本千代
子様
■出席者報告
SAA 村木会員
第 1356 回例会 2013 年 2 月 19 日
会員数 33 名
出席率 84.85％
出席数 27 名
欠席数 5 名
第 1355 回例会（2/12）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 93.94
2/09 松本（正）会員

話
「ＩＭ実行委員会からのお知らせ」
花原 昭弘 委員長

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

SAA 久富会員

－1－

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
2014.2.19

皆さんこんにちは
本日は、公開卓話ということで、普段の例会とは違い多く
の皆様にご参加いただきありがとうございます。特に、ロー
タリーに少しでもご関心のある皆様には、是非とも我々と共
に活動していただけることをお願い申し上げます。
今ソチで冬季オリンピックが開催されておりますが、冬季
オリンピックがいつ頃行われるようになったかご存知でしょ
うか。
第 1 回大会は、夏のオリンピック開催から２８年後の 1924
年で、アルプスの最高峰モンブランのふもとにあるリゾート
地シャモニー・モンブラン（フランス）でフランスが主催で、
『国際冬季競技週間（International Winter Sports Week）』
で、これを翌 1925 年になって IOC が『第 1 回冬季オリンピ
ック競技大会』と認定したことで行われるようになりました。
しかし、当時冬の競技と言えば、現在では主流のアルペ
ン・スキーはまだ発展しておらず北欧で行われていたノル
ディック・スキーがメインで、中央ヨーローパで都会暮らし
の IOC 委員たちにとっては馴染みの薄いもので、“冬のオ
リンピック”開催など念頭に浮かぶはずはなかったといえま
す。
事情が変わったのは 1908 年の夏の第 4 回ロンドン大会で
当時 IOC には「実施種目は近代スポーツに限る」という取
り決めしかなかったので、それを逆手にとり、ロンドンオリン
ピック組織委員会が、ロンドン大会の目玉種目にヨーロッ
パ初の室内人工スケートリンクのＰＲのためフィギュアスケ
ートを組み込んだのが始まりです。その後、第 7 回オラン
ダ・アントワープ大会（1920 年）には、フィギュアに加えてア
イスホッケーも登場し、独立した冬季大会への“流れ”が強
くなってきました。
しかし、ノルディック・スキーを“国技”と認定、当時実質的
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

な“世界選手権”といわれたホルメンコーレン大会を主催し
ていたノルウェーと、その隣国のスウェーデンは猛烈に冬
季オリンピック開催に反対しました。“元祖”である自分たち
からスキーがオリンピックに取り上げられてしまう、という感
情的なものがあったようです。そこで、フランス大使がノル
ウェー側に頭を下げて大会運営の教えを乞いました。おか
げでノルウェー、スウェーデンとも反対の前言をひるがえし
て参加。
当然このフランス大会では、ノルウェーはスキー50km と
複合で 1～3 位を独占し、15km とジャンプでも 1、2 位を占
めました。スピードスケートはフィンランドが 4 種目を制し、
フィギュアスケート男子もスウェーデンが勝つなど、北欧 3
カ国が 14 種目中 9 つの優勝をさらって面目をほどこしまし
た。
本日夜に、フィギュアスケート女子がありますので、冬季オ
リンピックで一番伝統のある種目がフィギュアスケートだっ
たと思って観戦するのもよいのではないでしょうか。
余談になりますが、日本のフィギュアスケート女子が最初
に参加したのは、第 4 回冬季大会（1936 年／ドイツのガル
ミッシュ・パルテンキルヘン）で、小学校 6 年生で参加した
稲田悦子選手が、27 人中 10 位に入ったのが最初です。

■災害復興Ｐ義援金報告
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２月１９日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、中川会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

3,000 円
110,000 円

ッ

ク

ス

北野会員、中川会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
126,000 円

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
ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

久富 会員

濱中 応彦 様
卓話です。宜しくお願い致します。
伊丹ＲＣ 富田 茂 様
いつもお世話になります。
稲田会員 妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
岡田会友 皆様、お久しぶりでございます。
北野会員 いよいよ私の介護が始まりました。遠
藤先生お世話になりました。
菅本会友 お世話になっています。本日応彦先
生のお話を楽しみに致しております。
どおぞよろしくお願い致します。
田中会員 誕生祝いにシャチハタネームをいた
だきました。台付きなので玄関に置い
て使います。ありがとうございました。
中川会員 濱中さん、今日はよろしくお願いしま
す。
花原会員 久しぶりの濱中先生の卓話楽しみで
す！！
山本会員 寒い毎日です。お互い風邪を引かぬ
よう心がけましょう。
横田会員 私の好きな言葉集
第一集 薬師寺第１２４世管主故高
田好胤の言葉
とらわれない、かたよらない、こだわら
ない心、広く広々もっと広く。これが、
般若心経 空の心なり
横山会長 応彦先生、本日はよろしくお願い致し
ます。
吉田会員 応彦さんをお迎えして。相変わらず
訳の分からない不思議な人物です。
■幹事報告

金庫 豊里支店に盲導犬募金箱を設置してもらってい
たそうで、それがいっぱいになっていると、連絡を受け
幹事北野が受け取って参りました。入金した結果、１９，
７２０円が確定、１，８３６円が破損金のため現在鑑定中
です。鑑定が終りましたら合計２１，５５６円を次回のライ
トハウスへの寄附金にプラスしたいと思っております。

告

幹事

・レディースサロン（３月１９日）「ターナー展」のご案内を
会友各位のボックスに入れております。会友の方々は
本日出欠をお知らせいただけると幸いです。

委

員

会

報

■ＩＭ実行委員会

告

花原 昭弘 委員長

本日例会終了後、実行委員会を開きます。

卓

話

公開卓話
「日本の水墨画」
濱中 応彦 先生

北野 克美

・すでにご承知の通り、今週末２２日（土）は地区大会で
す。本会議への多数の御参加をお願い致します。参加
予定の皆様にプログラムを配布しております。ご確認下
さい。

濱中 応彦（はまなか おうげん）氏 画歴
1945 年 山口県生まれ。（本名 正彦） 1963 年 日本画家 竹内無憂樹氏
に師事。 1992 年 「地球尊敬」展を 2006 年まで開催

ニューヨークを皮

切りにロンドン、大阪にて開催。1993 年ロンドン王立美術院 ロイヤルアカ
デミーオブアーツにてロンドン展開催。1994 年ニューヨークにて英国エリザ

・大阪ユニバーサルシティＲＣより例会休会のお知らせが
届きました。回覧します。

ベス女王の夫君エジンバラ公謁見。1996 年 英国ロイヤルチェルシーフラ
ワーショー造園部門に於いて造園家ジョンパン・ヘイジ氏とのコラボレーシ
ョンで襖絵を担当、ゴールド賞受賞。1997 年エドワード王子謁見来日記念

・辻本会友所属のＪＯＣＳより会報誌が届きました。こちら
も回覧します。

展開催。以降、個展を数多く開催。2007 年には多賀大社（滋賀県）へ「御
神木図」を奉納。日本水墨画美術協会専務理事、墨風会主宰。滋賀県東
近江市にアトリエを構える。

・当クラブが大阪北淀ロータリー時代に、摂津水都信用
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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※卓話の内容は後日掲載させて頂きます。（会報委員会）
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
栄誉賞受賞者松井秀喜と親戚とのことで盛り上がる。おい
しいお寿司としこたまお酒をごちそうになり、昼から参加の
松本正さんと合流。13：30 に出発し次回の予定地を繰り上
げてこなす。葛井寺（藤井寺駅前）参拝ののち、道明寺参
拝・道明寺天満宮のほころびかけの梅園を散策して道明
寺駅 16：58 で阿倍野橋に到着。

歩こう会報告
第 4 弾企画
大阪の諸道を行く
其の二 竹内街道の１
堺東から道明寺まで
久富 義郎

「まだまだやる気だ！新大阪ロータリークラブ歩こう会」
2014.2.9.

葛井寺

前日の 30 年ぶりの大雪とは打って変わった晴れの日に
久しぶりの歩こう会。9：30 に堺東駅に集合したのは松本・
村木・田中・北野・久富の 5 名。恒例の出発前の記念撮影
ののち、河内松原を目指して出発。仁徳天皇稜を右手に
見ながら歩くはずが、どこにも見えず、大阪労災病院・金
岡神社・大泉緑地を確認しながら歩く。風がないので寒く
はない。どこにも寄らず、ひたすら歩く、休憩はトイレのみ。
道明寺１

まじめに歩くのみで 12：00 過ぎには河内松原駅前のたま
たま見つけた「柳すし」で昼食。この店の主人はあの国民
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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道明寺２

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

道明寺天満宮

夕食はお好み焼き屋で一杯。21：00 前には帰宅。今日一
日、元気で歩いて、仲間とだべって、食べて飲んで、私た
ちにとっては楽しい一日でしたが、世の中は舛添東京都
知事が決まった一日でした。
＊竹内街道：日本書紀の推古天皇 21 年（613 年）の条に
「難波（大阪）より京（飛鳥）に至る大道（おおじ）を置く」と
記されていた、日本最古の「官道」。 現在の竹内街道は、
大部分は推古天皇時代の官道と重なっている。東側は奈
良盆地南部を東西に横切る官道横大路につながっている。
かつては丹比道（たじひみち）と言われた。丹比野を横断
するのでその名が付いたと推定されている。天武天皇元
年 7 月 1 日（672 年 7 月 30 日）の条に「会明に、西の方を
臨み見れば、大津・丹比、両の道より、戦の衆多に至る」と
みえ、壬申の乱にも使われていたことが分かり、長尾街道
と竹内街道であると推定されている。
（2014.2.10 久富義郎）

★２月１９日例会写真

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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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

次週のプログラム

r・

本日のメニュー
～洋食～
自然そのもの日向夏と海の幸

他

他

・

かぶのクリームスープ
第 1358 回例会／2014 年 3 月 5 日
牛ヒレステーキ 筍の木の芽焼きを添えて
◆挨

拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆ロータリーソング 「友」

ロールパンとフランスパン
珈琲

◆卓

話

イラスト提供：
http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
「私の提言」検討会
・http://www.illust-hana.jp
他
クラブ運営委員会
☆素材通り☆他

久富 義郎 委員長

http://kanos-factory.com/joken.html 他
他
・（C）ikoi・Miho´s house 他
http://www.web-style.co.jp/index.html 他
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
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。
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

曜日

予定

時間他

２

２６

水

第１３５７回 例会 「ＩＭ実行委員会からのお知らせ」花原委員長

３

５

水

第１３５８回 例会 「私の提言」検討会 久富クラブ運営委員長 １３：３０～ 定例理事会

１２

水

第１３５９回 例会 メンバー卓話「お彼岸の話」 山本会員

１３：３０～ 第６回ＩＭ実行委員会

１５

土

ＲＩ第２６６０地区ＩＭ第６組インターシティミーティング

１３：００～１７：００於Ｈ阪急インターＮ

１９

水

２２

土

２６

水

１３：３０～絵画クラブレッスン

第１３６０回 例会 レディスサロン「ターナー展のみどころと歴史的背景」 講師：大石 博雄 会員
例会終了後ターナー展鑑賞（神戸市立博物館）＆夕食会

例会終了１４時、その後神戸へ

～２３（日）台北市中興ＲＣ創立２２周年記念式典、見学ツアー
（参加者はそれぞれの予定に応じて訪台３/２０～２４） 於台中

第１３６１回 例会

イ

第８回クラブフォーラム 友好クラブ小委員会 谷口委員長

１３：３０～絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflowe・ｈttp://kisetu.chu.jp/他
Miho´s house 他花通信他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

他 他 ☆素材通り☆他
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他

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
http://kanos-factory.com/joken.html 他

風

・

