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（ 2月13日）

月 間 テ ー マ（ 2月 ）
平和と紛争予防/紛争解決月間

会長挨拶
会長

木村 眞敏

2020年2月20日
第1280回（本年度 第30回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 国際奉仕クラブフォーラム
下岡 陽一郎 委員長

次回 2/27 のお知らせ
♬SONG 「ロータリー讃歌」
:
●卓話 自転車とオリンピックについて
担当：辻 義光 会員
講師：チーム・マトリックスパワータグ
監督 安原 昌弘 様

一昨日の2月11日は建国記念の日でしたが、
あまり盛り上がらず、特
別の行事も行われませんでした。
これは、GHQが祝福行事を禁止した
ことや左翼の妨害が大きな要因ですが、建国があまりにも古いので
（世界最古の国家）、
その特定が困難なことも大きいのです。

幹事報告 (2/13)
2019-20年度第1279回（第29回例会）

幹事 安達 昌弘

■本日は、
この例会前に第1回ノミニー理事会が開
かれ金森年度が密かにスタートしております。
例会後には、今年度の3月度理事会が開催されま
す。
というように、次年度も見据えた時期になって
きました。
世界では建国記念日は比較的に新しいので、
その日
時は明白です。
アメリカでは1776年の独立宣言が公布された7月4
日が独立記念日で、
フランスではフランス革命が始
まった日とされるバスティーユ牢獄襲撃の7月14日
が建国記念日で、中国では1949年に共産党が国民
党に勝利し、建国式典が行われた10月1日が建国を
祝う日
（国慶節）
とされています。
一方、日本の建国記念の日は、日本書紀を根拠とす
るのですが、それによると初代の神武天皇が橿原で
即位した年、すなわち、紀元前660年となる。
ところ
が、
これにより計算すると、第19代の允恭天皇まで
100歳以上の天皇が半数以上になり、極めて信憑性
に問題があった。
ところで、当時、魏志倭人伝において
「倭人は年の数
え方を知らない。春秋年を採用し、1年を二年と計算
している」
と批判されていた。
そこで、上記春秋2倍暦
を1年に修正し、神武から允恭まで計算しなおすと、
神武天皇の即位年は紀元前37年となるのである。
この新紀年表によって、
日本書紀の記述を読めば、い
ろいろな考古学的事実と整合するのみならず、地質

尚、本日の卓話は辻 一夫会員です。
■次週の卓話は下岡国際委員長担当のフォーラム
開催の予定です。
下岡委員長、
よろしくお願いします。
■2月27日
（木）
は辻 義光会員の卓話です。
よろしくお願いします。
■以下、3月の予定です。
・第1週の卓話の時間には、北村ガバナー補佐をお
迎えしての第3回クラブ協議会が開かれます。
・第2週は、山本会員の卓話。
・第3週（3月19日）は、休会になっておりますので
間違われないように。
ただ、その例会休会の次の日の20日
（祝）は三世
代合同奉仕事業で、天満橋RCさんが支援してい
る児童院の子供たちを琵琶湖のクルージングに
連れて行く日であります。
中之島RC、前回は6名の参加予定でしたが、今回
は今のところ10名と増えてます。
ありがとうございます。
・そして、第4週の3月26日
（木）
は2年に1回の太閤
園3クラブの合同の夜例会の予定です。
本年度のホストクラブは中之島の順番ですので、

学的事実や中国の史書とも整合するのである。

先週も城北RC、鶴見RCさんを交えて打ち合わせ

要するに、神武天皇の橿原神宮の即位年は紀元前

を致しました。

37年となり、同年の2月11日が日本の建国記念日で

今回は、皆さんご存知のマジシャン隼人を呼んで

あり、世界最古の国家ということになる。

おります。

私の写真雑感

辻 一夫 会員
やがて作品は色彩が単調となり、白と黒と、ほんのわ
ずかな色合い。限りなくモノトーンに近づく。
そして被
写体は、いわゆる花鳥風月から、時に大きく外れる。
今では北の日本海。漁港の空気に魅せられている。
北の漁民は父や母が、そして祖父や祖母がしたよう
に、厳しい自然に耐えて耐えて生き延びてきたので
はないか。厳しく荒れる自然に立ち向かうというので
はなく、息を潜めて、
まるで身を隠すようにして命を
つないできたのではないか。
時期がきて、沖に出る。厳しい海で一族の飢えをやっ
四十歳も半ばを過ぎる。一人二人と友が逝く。振り返
れば仕事、仕事の日々。
「子育ても、
おおかた、山を越えましたから…」
と妻の
許しを得て写真ざんまいの日々。
春は新緑、
さくら花。夏のスイレン、ハスの花。秋は紅
葉。冬は新雪。あでやかな色彩。花鳥風月を求めて、
まさに西へ東へ。
突然の啓示であった気がする。写真を撮るということ
は、
自分に何かを問いかけることなのではないか。
そ
の問いかけたものを絵にすることではないのか。風
景の色や形の奥底にあるものを撮りたい。十年余り
が過ぎて新たな迷走が始まる。

としのぐ。それでも感謝。悲しいほどにけなげに生き
ている。
確かに日本海には北前船の文化がある。一航海で千
両の稼ぎがあったという。
「 北の堺」
と呼ばれた山形
は酒井港。春から秋の半年余りに三千隻が出入した
ともいう。花街の文化も大きく開花した。
北の漁港のイメージは、それとは異なる。行き着くと
ころは冬の情景。色彩を削ぎ落された絵。
北西の季節風が重い雲と荒れた海をもたらす。
かじかんだ手に息を吹きかけながらシャッターを切
る。次のステージがあるのか、ないのか、問いかけな
がらの迷走。

2020-2021 年度 第一回 ノミニー理事会議事録
日 時：2019年2月13日
（木）11：30〜12：00
場

所：太閤園 2F サファイアルーム

出席者：金森・木村・辻（一）
・栗山・村上・前田・檜皮・辻（義）
・高島・安達・西田・嶽下

以上12名（敬称略）

欠席者：満村・戸田

開会の挨拶（金森会長エレクト）
次年度の活動等につきましては、各委員会で検討し
たうえで取り組んで頂きたいと思います。短い時間で
はありますが、慎重審議をよろしくお願い致します。

・クラブ戦略委員会委員については、定款等を確認の
上確定する。
・30周年実行委員会については、会長ノミニーの栗山
会員を加える。
⇒［ 承認 ］

審議事項
1. 20年度年間行事計画について
現時点での地区からの連絡のあったもの及び19年度
行事実績を参考に計画表を作成している。

3. 20年度緊急連絡網について
⇒［ 承認 ］

4. 20年度活動計画書及び予算について

ガバナー補佐訪問日を確認の上、第一回クラブ協議

活動計画書及び予算については、委員長私案として

会を確定する。 ⇒［ 継続審議 ］

次回ノミニー理事会に提出していただきたい。

卓話については、過去3ヶ年の卓話者実績を参考にし
て計画した。

5. その他
現在現幹事と次年度幹事の事務の引継をおこなって

⇒［ 幹事一任 ］
（卓話者の予定等もあるため、3ヶ月
前までは卓話日程の変更はしないこととする。）

2. 20年度委員会構成について
委員会構成については、金森会長エレクトから会員に

いる。
今後とも皆様のご理解とご協力をお願い致します。

閉会挨拶（辻一夫会長ノミニー）
慎重な議論をありがとうございました。

伝える。

2019-2020 年度 第9回

3月度定例理事会議事録

日 時：2020年2月13日
（木） 13：40〜14：10
場

所：太閤園

2F サファイヤルーム

出席義務者：理事・役員
出席者：木村・金森・辻（一）
・西田・藤本・下岡・辻（義）
・梅原・北村（薫）
・岡本・井本・安達・村上
出席者：村橋

以上13名（敬称略）

以上1名（敬称略）

開会の挨拶（木村会長）

すが、4月16日の第3回ノミニー理事会は13時40分

本日は第9回目の理事会です。今日も審議事項がたく

開始となります。

さんありますので、実質的な議論を、すみやかに効率

5月14日は新旧合同理事会となります。

的に、進めていただきます様にお願いします。

6月11日からは第1回7月度理事会が始まります。

【審議事項】
1. 下半期年間行事計画について
（安達幹事）
卓話担当の変更があります。
5月28日の藤本会員の代わりに小原会員が卓話を担
当します。
藤本会員の卓話は8月27日に変更になります。

2. ロータリーデー・フレッシュロータリアン親睦交流
会の進捗について
（安達幹事）
ロータリーデー関連のチラシが作成されました。
健康と身体つくりのチラシ（両面チラシ）
とフレッシュ
ロータリアン親睦交流会のチラシ（片面）の内容につ
き検討して頂きます。

また2月13日より第1回ノミニー理事会が始まりました。

なお、会費について、ロータリーデーの会費はIM第6

3月12日の第2回ノミニー理事会は11時30分開始で

組全員から2,000円を頂きますが、
フレッシュロータリ

アンの会費は出席者から6,000円をいただきます。

5. 台北福齢RCの周年記念例会出席の件
（下岡委員長）

以上、ロータリーデー・フレッシュロータリアン親睦交

中之島RCからは下岡委員長はじめ2〜3名の出席が

流会のチラシの内容も含めて承認されました。

予定されている。

3. 三世代クラブ合同奉仕事業について
（井本社会奉
仕委員長）
日

6. その他
事務局、及びピアニストの雇用体系を確立させ、今後

時：令和2年3月20日
（祝）

の為にも文書として残しておく為に、前田社会保険労

集合時間：9時30分（9時40分出発）

務士にお願いして労災保険にも入いる手続きをして

集合場所：ヒルトン大阪 ロビー
行

おく。出来れば早急に実行していきたい。

程：ヒルトン大阪出発→琵琶湖クルーズ船・ビ
アンカ：昼食・ゲーム大会

提案

琵琶湖クルー

金森エレクトより、AI（人工知能）時代をむかえて、今

ジング→ヒルトン大阪（17時）

後の例会開催についても、テレビ会議のような例会が

尚、中之島RCからは10名の参加予定です。

開催出来ないだろうか？との提案があった。他理事か
らも色々意見も出たが、例会の存在意義、出席のメリッ

4. 太閤園3クラブ懇親会（梅原委員長）

トなど意思統一して実現のためには整理すべき事項

城北・鶴見・中之島3RC合同懇親会が開催されます。
日 時：令和2年3月26日
（木）

を解決しなければならない事を確認した。

閉会の挨拶（金森会長エレクト）

17：30 受付開始／18：00 開会

本日は慎重審議有り難うございました。
まだ下期の動

場

所：太閤園 ダイヤモンドホール

進

行：会の進行については梅原親睦委員長を中心
に企画され、3月理事会でタイムスケジュール

きのなかで、大きなイベントもありますので、
ご協力の
ほどよろしくお願いします。
今日は有り難うございました。

表の説明予定。

【 20年3月 行事予定】（水と衛生月間）
日付

通算No.

今期

5日
（木）

1282

32

12日
（木）

1283

33

19日
（木）

-

-

26日
（木）

1284

34

ホームクラブプログラム

卓話担当者

北村ガバナー補佐訪問日

会議、行事
第3回クラブ協議会

卓話担当：山本会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

休会⑤→祝日振替

RI地区会議行事、
クラブ行事
PETS（会長エレクト研修セミナー）
日程：3/7（土）
会場：立命館大学茨木キャンパス
三世代合同奉仕事業（天満橋RC）
日程：3/20（祝）9：30
会場：ヒルトンホテル

太閤園3RC懇親会・夜例会

【 20年4月 行事予定】（母子の健康月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

2日
（木）

1285

35

卓話担当：西田会員

9日
（木）

1286

36

卓話担当：上瀬会員

第11回5月度理事会

16日
（木）

1287

37

卓話担当：植屋会員

第3回ノミニー理事会

23日
（木）

1288

38

卓話担当：小林会員

30日
（木）

-

-

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区研修・協議会
日程：4/18（土）
会場：立命館大学茨木キャンパス
台北福齢RC記念例会訪問
日程：4/25（土）〜27（月）
※非公式

休会⑥→祝日振替

【 20年5月 行事予定】（青少年奉仕月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

卓話担当者

7日
（木）

1289

39

ロータリーデーの準備

14日
（木）

1290

40

青少年奉仕委員会フォーラム

21日
（木）

1291

41

卓話担当：北村薫会員

春のRYLAセミナー
ホスト：大阪城南RC
会場：大阪府立青少年海洋センター

28日
（木）

1292

42

卓話担当：小原会員

規定審議報告会

青少年奉仕委員会：
井本委員長

会議、行事

新旧合同理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
IMロータリーデー・
フレッシュロータリアンの集い
ホスト：大阪中之島RC
日程：5/9（土）／会場：太閤園

2

13

ニコニコBOX

木村：辻一夫会員、本日卓話よろしくお願いいたします。
金森：いよいよ次年度のスタートです。第1回ノミニー
理事会初会合させていただきました。
よろしくお願いいたします。
辻（一）
：本日は恐縮ですが卓話をいたします。
よろし
くお願いいたします。
辻（義）
：元気になりました。
下岡：ニコニコ

tulations!
Congra

吉田：ニコニコ
山本：辻さん、卓話楽しみです。
嶽下：本日の卓話、辻さん、楽しみです。
前田：先週東京へ行ったらマスクの人ばかりでした。
村上：辻一夫会員、卓話楽しみにしています。
上山：春の陽気ですね。
植屋：入会から1年になりました。
皆様有難うございます。
西田：辻一夫さん、本日卓話楽しみです。ニコニコ
戸田：整形外科の開業医の集まり
（会員数8,000人）
で
学会奨励賞をもらいました。ニコニコ

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第46回米山功労者」の表彰を受けました。

本日合計 : ￥35,000
累

本日のメニュー

計 : ￥940,500

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

小

鉢

白魚寿煎り 菜種

酢取り茗荷

黄身酢掛け

三枡
造 り 鰤采の目 有頭甘海老 より胡瓜
わらび 山葵
合

八

寸 北寄貝 小柱 分葱ぬた和え 紅立
干し海老玉子焼 鮭包み焼 梅花長芋
鰯生姜煮 海老 一寸豆

揚

物 ふぐ唐揚

食

事

白御飯

留

椀

赤出汁

鯛

牛蒡

公魚
香の物

蕗

梅麩

春菊

蓮根

出席率
1月23日の修正出席率

みぞれ餡掛け

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
0名
0名

83.33 %
86.11 %

●メイクアップ
丸山 澄高 2 月 6 日
上山 英雄 2 月 4 日

焚

蕪

37名
5名
1名
30名
6名

フレッシュロータリアン
研修交流会
八尾中央RC

