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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ ロータリーの目的 ＊＊＊
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

言行はこれに照らしてから

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて

1. 『真実』かどうか

価値あるものと認識し､社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものとすること。

2. みんなに『公平』か

第３ ロータリアン一人一人が､個人として､また事業及び社

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

会生活において､日々､奉仕の理念を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネットワーク
を通じて､国際理解､親善、平和を推進すること。

http://www.shin-osakarc.jp
第 1448 回例会報告 （3 月 2 日）
＜本日のプログラム＞
第 1449 回例会／2016 年 3 月 9 日
標

■司会進行

大石会員

語
「Be a gift to the world」

■唱

三島会員

「世界へのプレゼントになろう」

■来賓紹介

会長方針
「Let’s take action ourself」
「もっと汗を流そう」
唱
歌 ｢週に一度の｣
週に１度の 例会に
友情の肩 たたき合い
親しき中に 厳しさを
学びて嬉し ロータリー
おゝ ロータリー
おゝ ロータリー
卓
話
「あなたの知りたかった建築のすべて
についてお話ししましょう」
“Everything What You Wanted to Know
about Architeｃture”

歌

大阪淀川ＲＣ

■出席者報告
第 1448 回例会
会員数 31 名
出席数 29 名

三島会員
西崎 克由 様

大石会員
2016 年 3 月 2 日
出席率 93.55％
欠席数 2 名

出席免除会員欠席数 0 名

第 1447 回例会（2/24）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 79.31%

松本 正 会員

「世界へのプレゼントになろう」
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2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
２０１５～１６年度 会長方針

「もっと汗を流そう」
■会長の時間

会長

「Let’s take action ourself」

久富 義郎
2016.3.2

きる、健康寿命を延ばすためにも地域の取り組みが重要
です。やはり顔の見える、密な連携が必要です。
今日の西崎さんもイベントの変更のためにわざわざお越
しになる、これが顔の見える関係でしょう。文書、電話だけ
でなくこうしたお付き合いが、今後世の中全体で大切にな
ってくるのだと思います。本日は、ありがとうございました。

■災害復興Ｐ基金報告

３月２日

３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、北野会員、村木会員、村角会員、
安井会員、山本会員
久富会長と３月が誕生月の菅本、植田、山本、中川各会員

まだ今日も寒いですね。でも週末は暖かくなるようです。も
うすぐ春です。
今日のお客様は淀川 RC から西崎様がお越しです。メッセ
ージをどうぞ。
（5 月 5 日開催予定の淀輪会が不評のため日時を変更し
たい。了解してください。7 月 10 日に開催しますのでご参
加をよろしく。とのことでした）
去る 2 月 25 日に睦輪会が開催されました。松川ガバナ
ー補佐から説明がありました。次年度から現在の IM8 組を
6 組に変更する検討がなされ、3 年先には実施される方針
が次年度ガバナーから出されている。そしてこの組み合わ
せは交通機関沿線など、地域の制限を外すというもので、
出席者のご意見を聞きたいというものでした。私は、昨年
度から、合同例会などで連携できているようなクラブを切り
離すことのないようにお願いしました。各クラブとも同じよう
な要望がありましたが、今まで接点のなかったクラブと顔な
じみになれるのも良いことかもしれません。次年度はこの話
題で活発な議論が沸騰しそうです。
ロータリークラブが改革に動いています。
私の医療界も 2025 年問題で動いています。現在でも超
高齢社会ですが、一層加速されて、労働人口が減り、若い
人が今の 1.5 倍働かねばならなくなるそうです。高齢者が
今のように手厚い看護を病院で受けて死ぬことは不可能
になります。ベッドの数が足りません。そこで在宅医療を促
進し、地域の医療と介護が密な連携をして、地域の共同作
業で乗り切ろうとしています。これを地域包括ケアーシステ
ムといいます。元気な老人は、死ぬまで働けというのがお
かみの考えです。高齢になっても人の役に立つ働きがで
「世界へのプレゼントになろう」
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本日の合計
今年度累計

米

山

6,000 円
137,000 円

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、北野会員、村木会員、村角会員、
安井会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

6,000 円
120,000 円

報

告
安井会員

大阪淀川ＲＣ 西崎克由 様
本日はお世話になります。
鋳方会員 寒暖が続いています。皆様風邪など
に気をつけて、明るく朗らかに活き活
きと過ごしましょう。
稲田会員 月初。
遠藤会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
北野会員 本日、卓話よろしくおねがいします。
花原会員 妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
松本（正）会員 徹夜明けでロータリーにふさわし
く ない カッ コ ウで 来 てしまった おわ
び。
2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
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村木会員
村角会員

明日から春です。
3 月になりました。待ちどおしかった
春がもうすぐやってきます。
月初で。
恙なく一ヶ月が過ぎました。
昭和一桁は、命が短いと言われて居
たのに皆様のおかげで 82 才となりま
す。
久富先生、昨日は大変お世話になり
ました。
ニコニコでなく、困った事になりまし
た。

安井会員
山路会員
山本会員

横山会員
吉田会員

本日の合計
今年度累計

・次週例会後は、第５回戦略計画委員会を行います。
・今後の例会予定

■社会仕委員会

「私のルーツ散歩」
北野 克美 会員

幹事 田中 宏

・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
様よろしくお願いします。

委

話

４8,000 円
997,000 円

■幹事報告

３月０９日
３月１６日
３月２３日
４月０６日
４月１３日
４月２０日
４月２７日

卓

松本（正）会員担当
湯浅会員担当
三島会員担当
村角会員担当
友好クラブ委員会
山根会員担当
加藤会員担当→欠席の為予定変更

員

会

報

告

山路 高純 委員長

地区主催「大和川・石川クリーン作戦」が 3 月 6 日に開催
されます。案内で 2 カ所で集合とお伝えしましたが、大阪
市住吉区会場のみとなりましたので、御注意下さいませ。
「世界へのプレゼントになろう」
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（1） その昔、「健康家族の会」で訪れました「香雪美術館」、
最初から余談になりますが、阪急神戸線「御影駅」の
少し東に弓弦羽（ゆずるは）神社があります。そして，
そばには丸い石を積み上げた石垣塀が並んでおりま
す。その石は花崗岩ですが、石材になりますと「御影
石」と呼ばれます。六甲山の原石です。そんな豪勢な
邸宅街の一角に「香雪美術館」があります。
この「香雪美術館」は、朝日新聞の創業者の村山隆
平の邸宅跡です。そして彼の収集した膨大な古美術
品が保存され。一般に公開されております、 ところで、
この香雪美術館の香雪は、彼の茶人ネームですが、
この村山が、この地に居を構えた明治３３年の頃は、
周りは神社の森がダラダラと広がるばかりの田舎であ
ったそうです。
（２）そんな田舎に何故暮すことにしたのでしょうか？
当時のライフスタイルに、昼間は都会で仕事をし、夜
は田園で過ごすと言うような形態は、ありませんでした。
何故そうなったかといいますと、村山の生活感は、茶
道に関わるものだと言われております。ある意味で、
岡倉天心との関係から、仏教美術の魅力、茶道具の
収集など禁欲的な環境を目指したと考えられておりま
すが。当時国鉄住吉駅、阪神御影駅、阪急御影駅が
出来。そこに「田園生活」への夢、という新しい価値観
を担う村山を追いかけて、関西の財界人が競ってここ
に集まったというのが真相みたいです。
例としては、住友財閥の住友吉右衛門、安宅産業の
安宅弥吉、鐘紡の武藤山治、野村財閥の野村徳七、
武田薬品の竹田長兵衛、日本生命の広世助三郎等
です、そして、彼らは、茶道を基にする「紳士会」をつ
くり交流し、灘の酒造家も加わり「住吉長者村」と呼ば
れるようになった。
そして、この紳士会から美術館、幼稚園、学校、病院、
2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
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生協、、、等が構想され次々に実現されていきました。
いわゆる、「阪神間モダニズム」のスタートの地であっ
たかなと思います。
（3） それに対し、わがルーツの地（三宝寺）はまだまだ村
でした。
これから、写真で少しこの地を説明します。
これが、私のお寺西宝寺ですが、またまた、脱線です
が、 ロータリーで宗教はご法度ですが、最近は、 （５）
人生の終わりを病院で迎えることが、通常化し、葬儀
会館からの出棺となっておりますが。葬儀の種類が様
変わりしてまいりました。以前はせいぜい「密葬」、「本
葬」。「社葬」近頃は「一般葬」「家族葬」「短日葬」「一
日葬」「直葬」「0 葬」「無宗教葬」「樹木葬」「散骨」。
「宇宙葬」等々。です。
昔は相互扶助の精神から、火事、葬儀以外は省かれ
ておりました村八分の語源。その「村」の語源。。冠、
婚、葬、建築、火事、病気、水害、旅行、出産、年忌
です。

市の埋蔵文化財包蔵地に指定されています、これま
で 10 件ほどの発掘調査が行われ、その結果、瓦や
石塔など寺院関係の遺物が発見されているとともに、
市内では珍しい縄文土器も見つかっています。
私の元の家は、三宝寺の北に当たりそのあたりには，
北野の姓が見られ、西には、西の、南の，南野、東野
とそれなりの由来かなと考えております。

私の事務所、豊新にある「兜公園」の公園碑には、源
平の戦いに敗れた平家の落武者平景清が、かくまっ
てくれた伯父の三宝寺大日房能忍を過って殺害した
のを悔やみ、二度と武士には戻るまいと、このあたり
で冑（かぶと）を脱ぎ捨てて立ち去ったと言い伝えら
れていることから、「かぶと公園」と命名されたことが刻
まれています。現在は、地域の方々の憩いの広場と
して親しまれています。
（６）

（４）

さて、その三宝寺ですが、三宝寺はかって大阪市東
淀川区大桐 3 丁目の大阪経済大学の敷地の南側に
位置し他寺院で、能忍（？～1195 頃）が文二 5 年
（1189）頃に建立した。檀林寺につぐ日本で 2 番目に
建立された膳寺です。達磨宗の根拠地でしたが、室
町時代末期に廃寺となって見る影もありません。大阪
「世界へのプレゼントになろう」
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続きまして、私の家の側の「乳牛牧跡」
古代律令制時代以来、典薬寮（てんやくりょう：朝廷
で医薬を取り扱っていた官省）に所属していた牛牧
「味原牧（あじふのまき）」がありました。「味原牧」は、
摂津市の味原（あじふ）の地から淀川が分流する江
口の下流部（現在の南江口・大桐・大道南あたり）に
分布していたといわれ、乳牛を飼育していたことから
「乳牛牧」と呼ばれていました。
牛牧の住民は牛を飼育して、牛乳や蘇（そ：牛乳を
煮つめて濃くしたもの）、酪（らく：牛乳を精煉した飲料、
それから作るチーズなど）を製造するとともに、毎年、
母牛と子牛を典薬寮の乳牛院に送ることが義務づけ
2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
られていました。そのため、一般の所役や雑役を免除
され、その特権を活かして次第に田畑を開拓し、その
田畑は年貢課役が免除されたため、中世には牧の中
に田畑が広がり荘園（私有地）化していきました。
室町時代には一般の荘園と同様に支配され、やが
て摂津守護の支配となり典薬寮の所属から離れまし
た。嘉吉（かきつ）2 年（1442 年）、摂津守護であった
細川持賢（ほそかわもちかた）によって崇禅寺に寄進
され、寺領となりました。このことは、平成 15 年度に大
阪市指定文化財に指定された崇禅寺文書（そうぜん
じもんじょ）のうちの 1 つ「細川持賢寄進状」に記され
ています（公開はされていません）。
現在の大隅東・西小学校は、大正 15 年（1926 年）
に改称する以前は「乳牛牧尋常小学校」と称していま
した。これは『日本書紀』安閑（あんかん）天皇 2 年 9
月条に「牛を難波大隅島と媛島松原に放つ」と記され
ていること、この付近に乳牛牧があったことにちなむと
いわれています。
大桐 5 丁目には、乳牛牧跡の碑が建てられていま
す。
（７） 続いて「逆巻地蔵」は、弘化 3 年（1846 年）、豊里大
橋付近の阪巻村（現在は淀川の川底になった場所）
に建立されました。この場所は水流が激しく、帆を逆
に巻かなければ転覆することから「逆巻の難所」と名
付け、恐れられていました。幾度も船が難破し、数多
くの犠牲者が出たため、慰霊と船便の安全守護を祈
願して、この地蔵が建てられました。
明治 31 年（1898 年）、淀川改修のころ、観仏寺の住
職が、緋の衣を着た僧を背負って観仏寺に着いたと
ころ、僧が地蔵に変わっていたという夢を見て、きっと
工事で動かされる地蔵がここにいたいと夢告されたの
だろうと考え、観仏寺が引き取り安置しました。このと
き、地蔵の下から犠牲者の戒名を書いた石が、80 近
くも出てきたそうです。

をたたえています。
（広報「ひがしよどがわ」平成 14 年 8 月号に掲載）

その後、大正 12 年（1923 年）、住職の娘さんが地蔵
が表通りに出たいと訴える夢を見て、現在の場所に
安置されたといわれています。
六角の台石に座る蓮台をいれて 1.6 メートルもある大
きな地蔵で、太く垂れた眉、小さい顔は、満面に慈悲
「世界へのプレゼントになろう」
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2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
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本日のメニュー
～洋食～

次週のプログラム

べジファースト
淡路島産 新玉葱と新じゃが
クリスタルシート 包み焼き
第 1450 回例会／2016 年 3 月 16 日

軽くスモークしたメバチマグロのカルパッチョ

◆国歌斉唱
◆唱 歌

真鯛と帆立貝柱のナージュ仕立て

「君が代」
「週に一度の」

美味しいパン ライスファイン/南瓜パン/フランス🍞
デセール 🌸桜🌸

◆卓

話
湯浅 隆之 会員担当

珈琲

本日の中国語

私の好きな言葉

３月

謝る言葉

原稿募集！

済みません

對不起（トイ ブチー）

いいえどういたしまして

再投稿も大歓迎です。

沒關係（メイ クアンシー）

事務局までメールで投稿して下さい。

ごめんなさい

会報小委員会

不好意思(ブー ハオ イース)
平気、平気
哪裡哪裡（ナーリー ナーリー）

予定表

月

日
３

曜日

予定

例会後予定他

９

水

第１４４９回 例会 松本（正）会員担当

１３：３０～戦略計画委員会

１６

水

第１４５０回 例会 湯浅会員担当

１３：３０～絵画クラブレッスン

１７

木

次年度委員長 顔合せ会

１８：３０～チャイナテーブル

２３

水

第１４５１回 例会 三島会員担当

２４

木

～２６（土） 台北市中興ＲＣ創立２４周年記念式典参加ツアー
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
ttp://b-cures.net/他

「世界へのプレゼントになろう」
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2015～16 年度
国際ロータリー会長
・（C）ikoi
・Miho´s house 他 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

