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＊＊＊ 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 1366 回例会報告 （5 月 7 日）

＜本日のプログラム＞
第 1367 回例会／2014 年 5 月 14 日
本日の挨拶
スアマチアン Selamat siang
（インドネシア語）
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」
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
イニシエーションスピーチ
太田 雅裕 新会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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■司会進行

SAA 菅本会員

■ロータリー・ソング

SAA 植田会員

■来賓紹介

SAA 生尾会員

会
会

宮崎 信夫 様
辻本 嘉助 様

友
友

■出席者報告
第 1366 回例会

SAA 菅本会員
2013 年 5 月 7 日

会員数 34 名
出席率 91.18％
出席数 30 名
欠席数 3 名
第 1365 回例会（4/23）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 91.18％
4/19 中川会員

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
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう

■会長の時間

会長

米

横山 洋一郎
2014.5.7

山

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、田中会員、久富会員、村木会員、
村角会員、山路会員、山本会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
鋳方会員
今年のゴールデンウイークいかがお過ごしだったでしょう。
家族旅行された方、家にいた方、色々あったと思います。
私は、ずっと家で過ごしました。
今 年 のゴールデンウイークの特 徴 は、「安 （安 く）・短
（短期）・近（近場）」が特徴だったそうです。今年の年末
年始は「早（早くからの予約）・長（長期）・遠（遠方）」だっ
たので、消費税ＵＰが影響しているのかわかりませんが、
ほとんどの人が、あまり遠くまで行かれなかったみたいで
す。
ちなみに、このゴールデンウイークで旅行代金以外で
使われたお金の平均が、国内旅行で（２万７千 円）、海
外旅行で（２４万７千円）だったそうです。

稲田会員
植田会員

太田会員
片岡会員
菅本会員

田中会員
三島会員
■災害復興Ｐ義援金報告

５月７日

５，０００円

花原会員

久富会員

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

村木会員
村角会員
森田会員
山本会員

鋳方会員、片岡会員、田中会員、久富会員
村木会員、村角会員、安井会員、山路会員
山本会員
本日の合計
今年度累計

横山会長

9,000 円
146,000 円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

吉田会員
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8,000 円
160,000 円

報

告
鋳方 会員

５月の連休も終り、今日から仕事モー
ドに入ります。皆様毎日充実して生き
ていきましょう！
月初
皆様、ＧＷはお楽しみになられました
か。私はず～っと仕事させていただき
ました。
歓迎会ありがとうございました。
昨日、何事も無く無事に２９回目の結
婚記念日を終えました。
昨日、家族で箕面の滝に行ってきま
した。気候も良く、空気も良く、気持ち
が良かったです！
花原様、４日の家族健康の会ではお
世話になりました。楽しかったです。
楽しい山登り、ありがとうございまし
た。
４日のハイキングは名神渋滞の為登
山がドライブになってしまいました。
お疲れ様でした。
健康に感謝。皆に感謝。歩こう会、今
度は琵琶湖です。
月初につき。
ゴールデンウィークも終りました。
月初にて。
孫たちと、賑やかに過ごしいささか連
休疲れの気味です。
後２ヶ月です。よろしくお願い致しま
す。
生尾会員とホテルでバッタリ。お互い
パートナーが違っていなくて一安心。
しかし冷汗かきました。

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
■幹事報告

幹事

北野 克美

卓

・太田会員の情報を追加した名簿一覧を本日皆様に配
布しております。他にもメールアドレスや携帯の変更の
方もおられますので、この住所録をご使用いただきます
様お願いします。

話

第１０回クラブフォーラム
青少年小委員会
森田 智博 委員長
菅本 泰年 委員

・５月の予定表を配布しております。ご確認下さい。また
後程データをメール送信致します。
・本日例会終了後、定例理事会を行いますので、理事
の皆様ご参集ください。
・大阪東淀ちゃやまちＲＣより十三トミータウン復興に関
する要望の署名に協力してほしいとの申し入れがあり
ました。本日回覧しますので、ご協力よろしくお願いし
ます。
・交通死亡事故多発警報が発令されました。４月２４日
～５月３日の間に１１人が死亡するという事態になって
おります。皆様もどうぞ交通安全を心がけてください。

委
■親睦委員会

員

会

報

告
田中 宏 委員長

チャリティゴルフ予定日６月１４日（土）を報告。詳しくは追
って案内状を配布とした。
■ＳＡＡ

花原 昭弘 主ＳＡＡ

①今月は座席指定にさせていただきました。
②メールＢＯＸに４月迄のニコニコＢＯＸの集計を配布して
おります。あと２ヶ月がんばって上位になる様よろしくお願
い致します。

■ローターアクトとは？
ローターアクトは、地域社会を基盤としており、ロータリーク
ラブがスポンサーとなっている 18 歳から 30 歳までの青年
男女のための奉仕クラブです。（非営利団体）国際ロータリ
ー（全世界のロータリー・クラブの連合体）が 1968 年に設
立したもので、健全な青年男女にロータリー精神を鼓吹し、
ロータリーの指導後援の下に奉仕活動を行うことを奨励し、
その活動を通じて地域社会における将来の指導者を育成
するプログラムである。
ローターアクト・プログラムを通じて、知識を技能を学ぶば
かりでなく、地域社会のあらゆるニーズに取り組みながら、
「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
友情と奉仕の枠組みで国際理解と平和を推進していきま
す。
■ローターアクトクラブの目的
青年男女が個々の能力開発にあたって役立つ知識や技
能を高め、それぞれの地域社会における物質的、あるい
は社会的なニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全
世界の人々の間により良い信頼関係を推進するための機
会を提供することにある。
■ローターアクト５つの目標
１．専門技術及び指導能力を開発すること。
２．他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用な職
業の道徳的水準及び品位を保持し推進すること。
３．若い人々に地域社会を初め世界社会のニーズ及び懸
念事項を提起する機会を提供すること。
４．提唱ロータリー・クラブと協力して活動にあたる機会を
提供すること。
５．ロータリーにおける将来の会員として若い人々の意欲
を喚起すること。
■委員会活動について
ローターアクトクラブには 5 つの委員会（クラブ奉仕・国際
奉仕・社会奉仕・専門知識開発・財務）があり、ローターア
クトメンバーはいずれかの委員会に属しております。
様々な職種、経歴、個性を持ったメンバーが地域社会に
対する奉仕や、研修を通じて自己を磨き、友情を築き、知
識を学び、物事を理解する力を深めています。
◆ クラブ奉仕委員会
クラブの発展を推進する為に、会員増強や会員の指導力
を養う活動を行なう。また、クラブ内や一般参加者を交えて
の親睦行事等を企画する。
例：クリスマス会、バーベキュー大会、スポーツ大会
◆ 社会奉仕委員会
地域社会の要望に応え、社会奉仕プロジェクトを実行した
り、地域社会についての知識や理解を深める活動を行なう。
例：クリーンハイク（清掃活動）、地域の祭への参加、養護
施設・老人ホーム等の訪問
◆ 国際奉仕委員会
世界各地について知識と理解を深め、国際社会に広く貢
献できる活動を行なう。また、世界の人たちとの交流により
友情を深めながら、異文化を体験する。
例：海外の提携クラブとの交流、貧困地域への支援（募金
など）、世界各地についての勉強会
◆ 専門知識開発委員会
各会員のもっている知識や技能を互いに学習したり、専門
の講師を招いての勉強会を企画する等、会員の専門的、
職業的な能力を伸ばす機会をつくる。
例：時事問題に関する勉強会、講師を招いての卓話、マ
ナー講座
◆ 財務委員会
クラブを運営する為の活動資金の調達、運用方法を考案
し、会費の徴収や地区へ負担金を納める業務を行なう。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

例：奉仕プロジェクトに必要な資金を調達する為のバザ
ー・オークション
■例会活動について
ローターアクトクラブの活動には、例会活動、委員会活動、
地区行事などがあり、その中でも特に例会活動が中心とな
っています。
例会とは月に 2 回集まって知識を広げたり交流を深めたり
するための会合です。
例会の内容は自分たちで決め、食事をしながら親睦を深
めたり、クラブや委員会の連絡事項の伝達などをします。
また、自分達のスキルアップのための催しもしています。
Copyright © 国際ロータリー第 2660 地区ローターアクト
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新大阪ロータリークラブ

歩こう会報告
竹内街道踏破記念特別企画
「春の大和路散策」
新企画のご案内
「琵琶湖一周歩こう会」（鯖作戦）
松本 正

新大阪＆淀川ロータリークラブ合同「春の大和路を歩こう会＋長谷寺温泉、福寿館すき焼き大宴会」の顛末
報告と、歩こう会第 6 弾企画「琵琶湖を一周してしまうのだ！」へのご招待（タイトル長！）
去る 4 月 20 日、かねてから周到かつ完璧に進められた準備のもと(→北野幹事が、淀川ロータリークラブ
に「こんな事業やってるし面白いで～」と淀川 RC に声を掛けたのを受けて松本世話人が、昼飯と立ち寄り
温泉と福寿館の宴会段取りをしただけ)、新大阪＆淀川 RC 合同大企画、「春の大和路を歩こう会＋長谷寺温
泉、福寿館すき焼き大宴会」タイトル長いので、略して「春長福宴会」（これでは元ネタがさっぱりわから
んな）が挙行されました。
まずは、その時の淀川さんにもお送りしたご案内状、幹事が「面白いから週報に載せよう」ということで、
ここに採録します。
新大阪 RC「歩こう会」＋大阪淀川 RC 特別企画
春の大和路散策とすき焼きの旅
これまで、足掛け 6 年に渉って、伊勢街道、西国街道、紀州街道など、日本の名だたる街道を踏破してき
た新大阪ロータリークラブ「歩こう会」
。
今春は、堺と奈良を結ぶ竹内街道を攻めていましたが、竹内街道は全長 40km 弱と短いので、あっという
間に終わってしまい「どないすんねん？！」と騒いでいた処、大阪淀川ロータリークラブから「続きをチョ
イと一緒に歩きませんか？」とのお声掛かりがあって、ここに、竹内街道踏破記念新大阪淀川 RC 合同特別
企画、「春の大和路大散策」を企画しました処、大勢の方にご参加いただけることとなり、実行委員会とし
ましては」うれしい限りです。思ったより早く桜が咲いてしまったので、当日は、桜は少し難しいでしょう
が、陽春の大和路を皆さんで楽しみましょう。
開催日：4 月 20 日日曜日
パターン①：ガッツリ歩こう会の方
午前 9 時 30 分近鉄大和高田駅 1 階改札口集（改札は 1 階には 1 カ所だけです）
（近鉄大阪上本町駅 8 時 53 分発青山町行き急行で 9 時 22 分大和高田着）
まずは、記念撮影して、大和八木駅を目指して大和平野を GO！（約 7km）
→大和八木駅で②の方と合流
パターン②：チョイと歩いてみよう会の方
午前 11 時 30 分近鉄大和八木駅改札で①の方と合流（改札は 1 カ所だけです）
（近鉄大阪上本町駅 10 時 50 分発宇治山田行き特急で 11 時 20 分大和八木着）
同 10 時 53 分発青山町急行で 11 時 26 分大和八木着）
ここから、みんなで古い町並みの残る今井の集落へ。
12 時 15 分：町家茶屋古伊で町家膳（柿の葉寿司とお蕎麦のセット）の昼食。
（850 円＋飲み物代・・・歩こう会の強者はこの時間からもう飲み出すのだ）
奈良県橿原市今井町 4－6－13 ℡0744－22－2135
昼食後、今井の町を散策、そしてそこから長谷寺を目指します。
今井から、長谷寺までは約 11km、その間に、藤原京旧跡や、阿部文殊院などがあります。さら
に、折角なので長谷寺にもお参りしたいので、桜井近辺で時間が詰まってきたら、桜井駅から
2 駅、長谷寺駅へ電車でワープします。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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名刹長谷寺をお参りした後、長谷寺温泉で一風呂
（16 時～16 時 30 分着「ロータリークラブ」で温泉には連絡入れてます）
長谷寺温泉 湯元 井谷屋
奈良県桜井市初瀬 828 ℡0744-47-7272 入浴料 600 円
そこから、タクシーか鉄道でも榛原まで一駅なので、出たとこ勝負。
福寿館はいばら本店で、③の方と合流。
③すき焼きだけ参加しよう会の方
福寿館はいばら本店
奈良県宇陀郡榛原町萩原 2445 ℡0745‐82‐0101
（近鉄榛原駅から徒歩 5 分。駅前商店街を抜けてすぐ。駐車場有）
17 時半に「新大阪ロータリークラブ松本」で予約しています。
（榛原駅へは上本町 16 時 35 分発青山町行きで 17 時 23 分榛原駅着）
→③で温泉も入ろうという方は 16 時～16 時半に長谷寺温泉井谷屋にお越しください。
17 時半頃から
メインイベント、榛原牛の大すき焼きの宴（8000 円＋飲み物代）
帰路：榛原駅 18 時 51 分発なんば行き特急で 19 時 36 分難波着
19 時 52 分発上本町行き特急
う～ん、我ながら壮大な計画であるなあ！
ということで、当日は新大阪 RC からの参加者 16 名、淀川 RC からの参加者 7 名の総勢 23 名という
大部隊で「春長福宴会」（そやから元ネタが判らんて）が決行されました。

まずは朝 9 時半、近鉄大和高田駅に①ガッツリ歩こう会の面々新大阪、淀川合わせ 13 名が集合。天
候が怪しいのですが、②ちょいと歩いてみよう会のメンバーとの合流地点である、大和八木駅向けて
出発。川沿いの桜がなかなか良い風情。しかし、残念なことに 11 時過ぎ、雨が落ちてきたので、急
きょ予定を変更、今回の見所兼昼食場所の今井の集落へ直行、数人が、平田前ガバナー補佐を含む②
チーム総勢 9 名をお迎えに大和八木駅へ向かいました。無事合流したものの、雨足は強くなり、「午
後は歩くの無理かなあ」と言いつつ、町家茶屋「古伊」で蕎麦と柿の葉寿司の昼食。「歩こう会」の
伝統に従い、ビール、日本酒と昼酒をバンバン飲んで、淀川 RC の面々、さぞや驚くかと思っていた
ら、なんと！わしらより一杯飲んではりますやん！曰く、類は類を呼ぶ、はたまた朱に交われば赤く
なる。
更には、これまで絶大な晴れ集団であった「歩こう会」（雨天率 5％）の面々の怨念（?!）と新大
阪 RC、淀川 RC の運気が重なって、雨まで止ませてしまった!!ならば、ということで、しばしの今井
の集落散策の後、みんな揃って予定通り、桜井の駅を目指して GO！藤原京旧跡を横目に見つつ、日
本三大文殊の阿部の文殊さん（阿部晴明て此処出身だったのね）にお参りして、みんな賢くなるよう
にお願いし（「今さら賢なってどうすんねん？」との声もあったが）、4 時前に桜井駅に到着。そこか
らは上りの車道になるので、歩く方はここで終了、タクシーで一路、長谷寺温泉湯元井谷屋へ。みん
なで一風呂浴びて、本日のメインイベント、すき焼き宴会場の名代福寿館へ。そこで③すき焼きだけ
参加しよう会の面々も集結、全員揃って、本日の健闘を讃えて、改め乾杯！ちなみに一部「歩こう会」
古参メンバーには有名ですが、福寿館の若女将（典子さん。古参メンバーは勝手に「肉屋ののりピー」
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と呼んでいる）は、世話人松本の同級生で、お肉やなんやサービスしてくれました。挨拶にも出ても
らったんですが、「美人やなあ」との声仕切りで、同級生としては嬉しい限り。しかし、今さらども
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け参加しよう会の面々も集結、全員揃って、本日の健闘を讃えて、改め乾杯！ちなみに一部「歩こう
会」古参メンバーには有名ですが、福寿館の若女将（典子さん。古参メンバーは勝手に「肉屋ののり
ピー」と呼んでいる）は、世話人松本の同級生で、お肉やなんやサービスしてくれました。挨拶にも
出てもらったんですが、「美人やなあ」との声仕切りで、同級生としては嬉しい限り。しかし、今さ
らどもならん。ということで、約 2 時間、飲めや歌った・・・人はいなかったけれど、とにかく宴会
で盛り上がり、腹一杯、土産一杯、友情一杯で、帰路に着いたのでありました。お疲れ様でした！淀
川 RC の皆さん、またやりましょう！

ということで、「歩こう会」竹内街道～大和路編は無事終結したのでありますが、「歩こう会」、次回
はついに、大事業「琵琶湖一周」に着手することに決定しました。
実は「歩こう会」の嚆矢となった「淀川登れば琵琶湖に着くんじゃなかろう会」の終着地が瀬田唐
橋で、その頃から「いつかは琵琶湖を制覇せねばならん」という声が出ていたので、実に 4 年越しの
決行ということにあいなります（拍手）。
しかし、まともに行くと総距離 240Km を超え、奥琵琶湖方面は宿も飯屋もろくにない処を 2 泊 3 日
位歩かないと踏破できないし、古参メンバーは「鯖街道も歩かせろ」と好いた放題言っているので、
世話人は少し作戦を立てました。題して「鯖街道もちょいと歩いちゃうけど、シンドイ処は船で飛ば
して、旨いこと琵琶湖一周したことにしちゃおう大作戦」略して「鯖作戦」（だから元ネタがわから
んて）。全体行程は以下の通り。
第 1 回：5 月 18 日（日）瀬田の唐橋から坂本日吉大社まで＝約 15 ㎞）
取りあえず、9 時半に JR 石山駅改札口に集合してください。
（JR 大阪駅 8 時 30 分発新快速近江塩津行で 9 時 14 分石山着）
そこから瀬田の唐橋へ行き、4 年前の思い出に浸りつつ出発。琵琶湖岸を歩きつつ
（気分いいよお！）、近江八景の地（粟津の晴嵐、三井の晩鐘、唐崎の夜雨）などを訪れつ
つ、浜大津あたりで昼食、4 時頃比叡山坂本駅に到着。
一風呂浴びて、宴会（場所は段取りします）。
第 2 回：6 月 28 日（土）～29 日（日）→1 泊行。坂本大社から和邇浜まで。
この回が大作戦の一。
28 日（土）9 時半に JR 比叡山坂本駅に集合。
（JR 大阪駅 8 時 45 分発新快速近江今津行で 9 時 30 分比叡山坂本駅着）
第 3 回 7 月（日時未定）和邇浜から近江舞子あたりまで
8 月は暑いのでお休み、
第 4 回 9 月（日時未定）近江舞子から近江今津まで。
第 5 回 10 月（日時未定）大作戦の 2
近江今津から渡船で竹生島へ。竹生島をお参りして再び渡船で長浜へ。
長浜から米原まで琵琶湖岸を歩いて、新幹線で帰っちゃう（どや！）。
後は第 6 回以降、４回ほどに分けて、米原から彦根、近江八幡を踏破して再び出発地の瀬田の唐橋へ。
最後に旅の無事を石山寺（ここも近江八景の一）に報告。
ということで、来春位に終了する行程。皆様、ご参加のほど、よろしくお願いいたします。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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本日のメニュー
～洋食～

次週のプログラム

他

・

鶏もも肉の赤ワイン煮込みに
ポークフランクのグリルと季節野菜を添えて

第 1368 回例会／2014 年 5 月 21 日
◆挨

拶

スアマチアン Selamat siang
（インドネシア語）
◆国歌斉唱
「君が代」
◆ロータリーソング 「我ら日本ロータリアンの歌」

フルーツカクテルに蜂蜜のジュレ
珈琲

◆卓

話
メンバー卓話
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
「自作ＳＬプラモデルのお話」
・http://www.illust-hana.jp 他
田中 宏 会員
☆素材通り☆他
http://kanos-factory.com/joken.html 他

次週５月２１日（水）はＩＭ第６組

他

ガバナー補佐訪問（２回目）です。

http://www.web-style.co.jp/index.html 他

ご出席をよろしくお願いします。

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

・（C）ikoi・Miho´s house 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.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

５

６

曜日

風

・

フランスパンとロールパン

日

r・

他

オマール海老と帆立貝柱のミルフィーユ
柑橘風味のヴィネグレットソース

月

イ

予定

時間他

１４

水

第１３６７回 例会 イニシエーションスピーチ 太田 雅裕 新会員

１３：３０～第８回ＩＭ実行委員会

１８

日

「琵琶湖一周歩こう会」（鯖作戦）第１回

９：３０ＪＲ石山駅集合

２１

水

第１３６８回 例会 メンバー卓話 田中 宏会員

１３：３０～絵画クラブレッスン

２５

日

第３８回 健康家族の会「六甲山」

詳細は後日お知らせします

２８

水

第１３６９回 例会 ライフリバー 畑野 研太郎 先生

４

水

第１３７０回 例会

１１

水

第１３７１回 例会 テーブル討論会「３０周年に向けて」

１３：３０～第９回ＩＭ実行委員会

１８

水

第１３７２回 例会 臨時総会・新旧各委員会引継ぎ

１３：３０～絵画クラブレッスン

２５

水

第１３７３回 例会 「一年を振り返って」 横山会長・北野幹事

「会員増強に向けて 他奉仕団体を知ろう」 横山会長

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/・☆素材通り☆他
他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

・ｈttp://kisetu.chu.jp/他 Miho´s house 他花通信他

－8－ 他

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

他
http://kanos-factory.com/joken.html 他

