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2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！
2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

（ 3月24日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 3月 ）

水と衛生月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2016年3月31日
第1100回（本年度 第35回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我らの生業」
:
●卓話

江戸（東京）の芸能と上方
（大阪）の芸能はどう違うのか
講師 『上方芸能』発行人・兵庫県
川西市生涯学習短期大学学長
木津川 計（きづがわ けい）様
岡本 啓吾 会員

次回 4/7 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 法律の出来るまで
井戸本 泰次 会員

皆さんこんにちは。
本日のお客様、西田会員の代理卓話でお越しの伊藤様ご夫妻ようこ
そお越し頂きましてありがとうございます。後ほど宜しくお願い致しま
す。
そして本日もお越しいただきました、坂本会員ご紹介の米倉様、
よ
うこそお越しいただきまして有難うございます。
ごゆっくりお過ごしく
ださい。
本日の、奉仕の一世紀は、
「職業奉仕」について、
ご紹介をさせていた
だきます。
ご存知の通り、
ロータリークラブには、他の奉仕団体にない「職業奉
仕」
というものがあります。
しかしながら、
この
「職業奉仕」
の定義とい

うものについての説明が非常に難しいものとされて
います。
会員同士の仲間意識を養うクラブ奉仕や、社会の
ニーズの為に奉仕する満足感、国際奉仕が世界平和
に貢献するという期待に喜びをみいだしてきました
が、職業奉仕は説明しにくいもので、
このため、職業
奉仕は「忘れられた奉仕部門」
と呼ばれることもあっ
たとあります。
今回ご紹介します職業奉仕は、
今週と来週の2回に分
けてご紹介いたしますが、確立されたものではありま
せん。
あくまでも、
ロータリアン一人一人に考えるヒン
トになるものではないかと考えています。興味のある
方は、
繰り返し読んでいただければ幸いでございます。
本日の文の中ごろにあります、
「仕事は喜びであるべ
きだ。仕事から喜びを得られないほど自分の仕事が
好きでないものは何と哀れなことか。製造業者の最
初の仕事は人づくりである。
ロータリーの仕事はそれ
が出来た後に磨きをかけることである。」
個人的には「愛」
も
「夢」
もある、
この部分が気に入っ
ています。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
以上で会長の時間を終わります。

幹事報告 (3/24)

2014-15年度第1099回（第34回例会）

幹事 檜皮 悦子

■3月24日
（木）西田会員の卓話でございます。
同日、奨学生・楊宣旋さんの歓送会です。
場所：キートス
大阪市中央区徳井町1-1-7
リッツジャパン本社1F
時間：18：30〜
会費：7,000円
■3月31日
（木）岡本会員の卓話でございます。
■4月3日
（日）春のお花見屋形船家族会でございます。
大川沿いを優雅に航行する尾形船で、一味違った、
お
花見を楽しんで頂きたいと思います。
日時：4月3日
（日）13：30 集合（雨天決行）
場所：京阪天満橋、八軒家浜船着場
会費：10,000円
■4月7日
（木）下岡会員の卓話でございますが、井戸本
会員が代理卓話をされます。
■4月9日
（土）VTT委員会解団式
日時：2016年4月9日
（土）18：30〜
会場：淀川邸
会費：15,000円
■4月14日
（木）杉村会員の卓話でございます。
11：30〜 第3回ノミニー理事会
（サファイアルームにて）
13：40〜 第11回5月度理事会
（サファイアルームにて）

■4月21日
（木）高島会員の卓話でございます。
■地区よりご連絡がございます。
①2016-17年度 地区研修・協議会のご案内
日時：2016年4月9日
（土）
（登録開始 12：30／開会 13：00／
閉会予定 17：00）
場所：大阪国際会議場
【登録受付】5階 メインホール
大阪市北区中之島5-3-51
TEL：06-4803-5555（代表）
出席義務部門：
次年度会長、次年度幹事・S.A.A、次年度クラブ奉
仕、次年度職業奉仕、次年度社会奉仕、次年度
青少年奉仕、次年度国際奉仕、次年度ロータ
リー財団、次年度米山奨学、次年度クラブ研修
リーダー 全10部門
②第2回クラブ社会奉仕委員長会議が開催されます。
日時：2016年4月16日
（土）
登録：13：00〜
会議：13：30〜16：00
会場：薬業年金会館 601号室
③2015〜16年度クラブ職業奉仕新旧委員長会議が
開催されます。
日時：2016年5月13日
（金）
登録：18：00〜
場所：薬業年金会館 601号室
議題：職業倫理についての講演
出前授業、職場体験の体験発表
④2016年ソウル国際大会
（2016年5月28日〜6月1日）
「国際ロータリー第2660地区 大阪Nightのご案内」
今年度立野ガバナーのお考えで地区内メンバーと
の交流を深めるために
［国際ロータリー2660地区
大阪Night］が開催されます。
日時：2016年5月28日
（土）
16：30 受付
17：00〜19：00 大阪Night
場所：グランド ハイアット ソウル1F
リージェンシーボールルーム
会費：5,000円
登録及び振込：4月28日
（木）
までにガバナー
事務所宛にFAXまたはメール
にてご連絡ください。
FAX：06-6264-2661
メール：gov@ri2660.gr.jp
※ソウル国際大会登録について
2016年3月31日にて割引登録が締切日
2016年4月1日にて登録・キャンセルが締め切日
2016年6月1日にてオンライン登録締切日
※今後の国際大会
国際大会に出席されることにより
「国際」
という
言葉の意味が分かり、
ロータリー・新しい家族・

新しい友人・そして新しい視野を得ることができ
ると思います。是非！ご出席ください。
2017年 米国ジョージア州 アトランタ
6月10〜14日
2018年 カナダ トロント 6月24日〜27日
2019年 ドイツ ハンブルグ 6月1日〜5日
2020年 米国・ハワイ州・ホノルル
6月7日〜10日
⑤ロータリー米山記念奨学会からご連絡がございま
す。
ソウル国際大会（2016年5月28日〜6月1日）
に
参加をお考えの方がおられましたら米山ツアーに
若干空きがあり3月25日までに、下記にお申し込み
ください（事前登録割引の締め切りは3月31日でご
ざいます）。

次第、受付が終了しますので、
申請書の提出を急い
でお願いいたします。
⑦2016年3月ロータリーレートがアメリカ本部での
再検討の結果、1米ドル＝116円になりました。
⑧2016〜17年度国際ロータリー第2660地区の地
区大会は、大阪北RCがホストクラブを務め、2016
年12月9日
（金）
・10日
（土）
に開催されます。

tulations!
Congra

＜お申込み・お問い合わせ＞
株式会社エイチ・アイ・エス
団体旅行営業グループ 丸の内営業所
TEL：03-5219-3091 FAX：03-5219-3092
⑥2016年〜17年度地区補助金の申請受け付けが
2016年3月1日より開始され、2016年4月30日ま
で受け付けられます。2016年8月以降社会奉仕、
国際奉仕活動に利用できます。
地区補助金は原資（地区DDFの50％以下）が枯渇

北村会員が第６回米山功労者（６０万以上）
と
ポールハリスフェロー マルチプル４
（５０００ドル以上）の表彰を受けました。

大正琴

西田 末彦 会員、講師：伊藤 文敏 様ご夫妻

本日は私の代理卓話で、伊藤文敏・ひとみご夫妻に大
正琴を演奏してもらいます。伊藤文敏様は以前、中之島
ロータリークラブのメンバーだった北村 薫さんのいとこ
にあたられる方で、
そのご縁で本日演奏して頂ける事に
なりました。
伊藤ご夫妻は松原と堺で大正琴の教室を開かれており
まして、
またJ-WAVEと言う名で4名でバンドを組まれて
いるプロの演奏家です。
それではしばらくの間大正琴を
楽しんでください。

楊さんの送別会

栗山 博道

3月24日楊宜璇さんの送別会を、下岡会員の紹介で谷

今回お忙しいところ、楊さんの送別会にご参加して頂い

町3丁目のキートスにて出席者14名で行いました。

た皆様に感謝申し上げます。

出席者全員が楊さんに暖かいスピーチを贈って頂きま
した。
また楊さんからはこれまでの感謝、今後の抱負と
今回のお礼の言葉を頂きました。
お料理もおいしく、飲み放題ということもあり、会は和や
かな雰囲気に終始しました。
この4月より楊さんは関西学院大学経営学部の大学院、
梅田キャンパスに進学します。
これからも楊さんには、大
阪中之島ロータリークラブの催し物にはできるだけ参
加して頂き、今後とも仲良く交流を続けていければと考
えておりますので、皆様もどうか優しく迎えてあげてくだ
さい。
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ニコニコBOX

嶽下：西田会員の代理卓話、伊藤様よろしくお願いい
たします。
下岡：桜がチラホラ咲き始めましたね。
小林：なかなか暖かくなりませんね
吉田：ニコニコ
高島：ホームクラブ例会欠席のおわび
北村：大正琴楽しみです。
村上：今日は寒いですが桜がいよいよ咲いてきまし
た。ニコニコ

本日の卓話

江戸
（東京）
の芸能と上方
（大阪）
の
芸能はどう違うのか
『上方芸能』発行人・兵庫県川西市
生涯学習短期大学学長

西田：本日代理卓話で大正琴です。
よろしくお願いし
ます。
戸田：伊藤様、大正琴楽しみにしています。
栗山：ニコニコ
坂本：今日の楊さんの送別会、
どうしてもしなければ
ならない仕事が入り行けなくなりました。
ごめ
んなさい。

本日合計 : ￥31,000

木津川 計（きづがわ けい）氏

累

＜プロフィール＞
1935年生まれ。大阪市立大学文学部卒業。
1968年

雑誌『上方芸能』
を創刊。

1986年

立命館大学産業社会学部教授に就任。

2006年

立命館大学を定年退職。

民放連盟賞中央審査委員長（2004、2005年度
エンターテインメント部門）、文化庁芸術祭賞選
考委員、文化庁国際芸術交流支援事業審査委員
会副主査、芸術選奨文部科学大臣賞選考委員会
主査、和歌山大学客員教授ほかを歴任。
現在

雑誌『上方芸能』発行人
兵庫県川西市生涯学習短期大学学長
「木津川計の一人語り劇場」主宰
NHKラジオ
「ラジオエッセイ」
レギュラー
（毎週1回）

＜主な著書＞

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥1,746,000

33名
6名
1名
24名
8名

出席率
3月3日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
3名
0名

75.00 %
93.75 %

●本日のゲスト

西田会員ご紹介（ゲストスピーカー） 伊藤 文敏 様
伊藤 ひとみ 様
坂本会員ご紹介
米倉 由美 様

●メイクアップ
下岡 陽一郎

3月 1日

大阪鶴見RC

『人間と文化』
（岩波書店）
『
〈趣味〉の社会学』
（日本経済新聞社）
『上方の笑い』
（講談社現代新書）

本日のメニュー

『上方芸能と文化』
（NHKライブラリー）
『都市格と文化』
（自治体研究社）
『人生としての川柳』
（角川学芸ブックス）
『朗読・語り文化の地平』
（『上方芸能』出版センター）
『ことばの身づくろい』
（『上方芸能』出版センター）ほか。
＜受賞＞
京都市芸術功労賞、京都新聞文化賞、第46回菊
池寛賞（1998年12月）
、全国日本学士会アカデミ
ア賞（2013年2月）など。

・コールビーフとラタトゥイユの粒マスタードソース
・真鯛と魚ムースのポピエット 小海老添え
ソースクリスタッセとブールブランソース
・れんこんとベーコンのサラダ、
コーヒー、
パン

