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本日のプログラム

第1054回（本年度 第36回）例会

次回 4/9 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　ロータリーフェスティバルに
　　　　ついて
　講師　地区ロータリーフェスティバル
　　　　実行委員会　上場 俊哉 様
　檜皮 悦子 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　山本 肇 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆様、こんにちは。大阪RCよりお越しの新居様、ようこそお越し下さ
いました。ごゆっくりご歓談下さいませ。

　先週、新入会員の歓迎会が親睦委員会北村委員長のもと、京都に
おきまして行われました。あいにく私は急遽所用が入り、欠席させて
頂き申し訳けございませんでした。

　先日、姉妹クラブである台北福齢RCより、グローバル補助金により
支援事業が承認されました「貧困家庭の生徒へ補助金授業」の開校
式の案内を頂きました。既にグローバル補助金委員会の檜皮委員よ
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2014-15年度第1053回（第35回例会）
幹事報告 (3/２６)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は梅原会員です。よろしくお願いします。

■4月2日（木）の卓話は「5月5日のロータリーフェスティ
バル」について実行副委員長の上場俊哉様にお越し
いただき、お話をしていただきます。
皆様ご出席のほどお願いします。

■4月9日（木）の卓話は山本会員です。よろしくお願い
します。

■4月16日（木）の卓話担当は会報・雑誌広報委員会と
なっております。今回は福田会員にお話していただき
ます。

■「第3回若手ロータリアン勉強会、懇親会開催」のお知
らせが来ています。

1. 日時　2015年4月16日（木）19：00～21：30

2. 場所　ヴィアーレ大阪

3. 対象　55歳以下のロータリアン、
　　　　入会勧誘予定者、候補者

4. 会費　6,000円

■地区から移動例会についてのご案内です。
5月5日（火・祝日）ロータリーフェスティバル会場の中
央公会堂特別室が各クラブの移動例会のため開放さ
れます。
当クラブは移動例会に申し込みいたしました。
希望している例会時間、10：30から11：00であれば
行う予定です。
決定次第ご報告いたします。

1. 例会時間　各クラブ15分

2. 場所　　　大阪市中央公会堂3階　特別室

り説明がありましたが、大阪中之島RCがグローバル
補助金を承認されたのは初めてのことであります。こ
の補助金は、プロジェクト実施国と援助国の二か国
以上の地区、クラブが共同提唱する、規模の大きな
国際プロジェクトに対して、財団から直接授与される
ものです（今回は10クラブで三か国が参加しており
ます）。

目的が6つの重点分野に適合し、恩恵を受ける地域
社会に測定可能な成果をもたらし、また、補助金が使
用された後も持続する成果をもたらすものである、大
規模な国際的活動支援です。大きな成果を目指す視
点より、総額3万ドル以上と定められております。大阪
中之島RCも、いくつかの高いハードルを越え、承認
を頂きました。　

　本日お配りしております、開校式のプログラムをご
覧ください。

来月4月1日に開校式が実施され、台北地区のみの8
つの共同提唱ロータリークラブが参加致します。今
回、大阪中之島RCは、4月19日に台北福齢RC創立
17周年に出席しますので欠席させていただきまし
た。後日、クラブには開校式の様子を写真と共に報告
させていただきます

支援地域は代々貧困地域で、台湾の西南地域の雲林
県（うんりん）です。

当日の4月1日、16時から始まり、台北福齢RC会長、
支援企業代表の挨拶に続き、感謝状の贈呈、補助教
育センター、支援学校の視察が実施されます。恵まれ
ない子供たちに、効果的、的確な学習指導を与えるこ
とにより、子供たちに自信を与え、学習意欲を高め、
将来に夢を持たせ、負の連鎖から子供たちを救うこ
とが事業の目的であると思います。大阪中之島RCも
数回視察に同行し、プロジェクトの成果を論理的に
説明しなければなりません。皆様のご協力を宜しくお
願い致します。

　ピアノの吉田さんが、出産の準備で三か月ほど産
休されます。

その間、金田（かなた）あかねさんが代行されますの
でご報告させていただきます。



書体の話

梅原 一樹 会員

活字とは文字の形を刻んだ木や金属で繰り返し印刷
できるようにしたものですが、今では機械やパソコン
など繰り返し使える物を活字と読んでいます。

印刷自体は8世紀、木や銅による活字を組み合わせ
た組版による印刷は11世紀に既に中国や日本で行
われておりましたが、漢字の数の膨大さによって定着
せず、木を掘った版による木版印刷が主流だった様
です。その点、アルファベットは26文字で済むため、
15世紀以降、活版印刷はヨーロッパで素材や製法、
印刷機の開発などの発展をしていきます。

ヨーロッパでは1445年頃にドイツのヨハネス・グー
テンベルクが活版印刷術を発明したとされ、ヨーロッ
パ初の活版印刷書籍は聖書でした。これはグーテン
ベルク聖書と言われ世界初の印刷聖書です。およそ
180册が作られたと言われていますが、世界で不完
全なものも含めて48部が現存しています。そのうち
の1冊は日本の慶應義塾図書館が持っておりこれが
現存する物のなかで一番保存状態が良いそうです。

その聖書に使われていた書体がテクストゥールとい
う書体になります。当時
は紙が高価で一枚に多
くの文字が入る様に横
幅の細いプロポーショ
ンになっています。この
書体はブラックレターと
呼ばれる種類になりま
すが、ブラックレターで
書かれた本はページに
占める黒い部分が多く

なるためこのような名前がついています。

15世紀の後半に、それまでのブラックレターとは違っ
た新しいセントール（Centaur）という書体が考案さ
れました。この書体はローマ帝国の石碑などに掘ら
れている文字がルーツになっており、今に至るの
ローマン系の最初の書体という事になります。

さらにローマン体は、イタリアを発祥としてフランス、
オランダ、イギリスへと広まっていき、それぞれ発展し
ていきます。オールドスタイル～モダンスタイルまで
様々なローマン体が作られ、現在も幅広く使われて
います。傾向として新しくなるに従い縦横線の太さの
差が大きく、セリフ（縦線の上に付く飾りの横線）が極
めて細い線になっているのが特徴です。これは紙の
質が良くなり平滑度が上がった事、印刷機の発達に
より細い線等の再現が可能になった事による事が関
係しています。

様々な用途に印刷物が使用される事により、広告や
見出し等に使うための太い文字が徐々に作られてい
きます。そしてセリフの無いシンプルで太い文字であ
るサンセリフ体（ゴシック体）が作られ、その後様々な
サンセリフ体が産まれています。

現在非常に多くの書体が至る所で使用されています
が、同じ様な書体に見えても、遠くからでも読みやす
い、中立的で誰にでも使いやすい、可読性が高い等
の個性がそれぞれにあります。また、その時代により
使用される書体の流行もあります。

それぞれの目的に応じて、似合う書体や好みの書体
を試してみると書体により雰囲気も変わってくるので
何かの機会に試してみてください。



先　附 特選酢の物　蕨湯葉和え　いくら　花弁百合根
造　り 鯛　鮪
蓋　物 甘鯛桜蒸し　竹の子　桜麩　青味　銀餡
揚　物 海老天麩羅　鱚　こごみ　たらの芽
食　事 白御飯　香物
止　椀 赤出汁
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下岡：桜もちらほら咲き始めましたね。
山本：梅原さん、卓話楽しみです。
嶽下：ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
辻（一）：暖かくなりましたね。しかし風邪に注意しま

しょう。
吉田：ニコニコ
針谷：梅原さんの卓話楽しみです。ニコニコ
高島：少し春らしい日ですね（笑）
小林：そろそろ桜が咲く季節になりましたね。ニコニコ
北村：昨日地区協議会に向けて、初めての地区職業奉

仕委員会に参加してきました。
村上：新人歓迎会、有難うございました。ニコニコ
木村（佳）：京都ではお世話になりました。有難うござ

いました。

本日合計 : ￥24,000
累　計 : ￥1,402,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.20%
3月5日の修正出席率 93.10%

●メイクアップ
井戸本 泰次   3 月  9 日 東大阪中央RC
木村 佳弘   3 月12日 米山奨学生送別会
西田 末彦   3 月12日 米山奨学生送別会
杉村 雅之   3 月12日 米山奨学生送別会
辻　 一夫   3 月12日 米山奨学生送別会

●本日のビジター
大阪RC 新居 勇子 様

本日のメニュー

●誕生日
小林 俊明 ［12日］
戸田 佳孝 ［28日］

●事業所設立記念
吉田 　了 　株式会社丸住［昭和31年］
福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］
小林 俊明 小林俊明法律事務所［昭和58年］
木村 眞敏 木村眞敏法律事務所［昭和60年］
満村 和宏 堂島総合法律事務所［平成  5 年］

●結婚記念日
小林 俊明 ［  1 日］
安達 昌弘 ［  2 日］
栗山 博道 ［  8 日］
吉田 　了 ［  8 日］

Congratulations!4月のお祝い4月のお祝い

今週のラジオ体操


