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（ 2月18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

金森 市造

2021年2月25日
第1307回（本年度 第29回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 国際奉仕クラブフォーラム
高島 凱夫 会員

次回 3/4 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
■大蔭 政勝 ガバナー補佐訪問日
●卓話
山本 肇 会員
■第3回クラブ協議会

本日は、
ロータリーの友2月号「友愛の広場」横組み17〜19ページに
掲載されている4名の会員投稿記事に共鳴したので、
そのことについ
てお話しさせて頂きます。
まず、18ページの佐世保RC 福田 金治会員「ロータリーの将来につ
いて」の文面に全面的に賛同します。冒頭に
「私が最初にロータリー
と関わりを持った50年前と比べると、現状のRIの活動は、全く別の組
織のように感じます」
と述べられています。続けて、
「私はロータリーで
の経験は、人生道場ではないか！と思っています。」
と。

ロータリー活動は、
「人生道場」
と言うことは、私自身
も体験上結構お話しさせて頂きましたし、今も実感し
ています。

幹事報告 (2/18)
2020-21年度第1306回（第28回例会）

幹事 村上 俊二

特に、30年間会員として在籍したくずはRCから5年
前に大阪中之島ロータリークラブにご縁を頂いて入
会させて頂いての例会に出席することで益々、
「ロー
タリーは人生道場」
と確信をしています。私が思う
「人
生道場」たる所以は、長年在籍すると人の生き様が
分かるからです。人の裏表・事業の盛衰を目のあたり
に分かり良い見本になりますよ。
それは、入会して間もない時に先輩会員からレク
チャーを受けましたし、毎週例会に出席する回を重
ねるにつけその意味が分かってきました。
そして、福田会員の文面中央部分に記載されたこと
『このままでは、
ロータリーは寄付でしか社会に貢献
できない組織になるのでは、
と危惧しています。』
と述
べられていることに同感と思わずうなずきました。
そのことを、
きれいに時系列に述べられたのが、宇治
RC 内良 益男会員『事業承継とロータリー』の文面で
す。以前書物に記載されていたのでよく覚えているの
ですが「中国2000年歴史の中で、同じことを30年続
けていればそのものは衰退する！」
というたとえ通り
にロータリー115年を30年毎に分析されています。
その結果、嗚呼、
これからのロータリーはどこへ行く
のか？
「ロータリーは、昼飯を食べに行くところ」
では
済まされません。
と心配されています。
19ページ横浜旭RC 兵頭 哲夫会員は、生涯現役会
員として行く上で、過去の自分の生業や人生の集大
成をやり抜く姿が垣間見られて、生業の集大成として
思わず今やりたい自分や！と膝打ちしました。
この人
も、
おそらくロータリー会員でいろいろ培ったから、文
面末尾に記載されている生業の起承転結の「結」の
部分に到達したと思います。
現状のロータリーの抱える課題に問題提議されてい
るのが敦賀RC 刀根 荘兵衛会員の「ロータリーにお
けるDEI推進について」
の投稿文です。刀根 荘兵衛さ
んは、2016-17年度RI2650地区ガバナーをされて
いて、
ロータリーに関する造詣がまことに深いお人で
す。私は、
この投稿文を拝見して肥大化したロータ
リーの悩みの問題を解決することについて提言され
ていると思いました。
今回、4名のご意見投稿文を拝見して私は、原点回帰
することを考えることに目を向ける一石を投じて頂い
ていると思いました。
その原点は、
「例会出席」
です。今月23日はシカゴRC
創立記念日を祝いましょう！

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
皆様ご承知のとおり太閤園が本年6月末で閉鎖され
ます。
しかし中之島ロータリークラブ例会は、場所は
変われども変化を乗り超えながら脈々と続いてゆき
ます。今日の例会はオンライン（zoom）
を併用するこ
とで開催されています。今日のzoom参加予定者は2
名の予定であります。例会開催する以上コロナにか
からないように感染対策を十分行いましよう。
それで
はこれからの行事予定を申し上げます。
■2月18日
（木）、本日の卓話は北村讓会員となって
います。北村讓会員よろしくお願いします。
また、来期スタートの第1回ノミニー理事会が本日
11時半より開催されました。
例会終了後第9回3月度理事会が開かれます。会
場はサファイヤルームを予定しています。
また、理事会終了後、三世代合同・社会奉仕委員長
会議が太閤園で開かれます。
■2月25日（木）、
この日は国際奉仕委員会のクラブ
フォーラムがあります。高島委員長ご準備よろしく
お願いします。
■3月4日
（木）、
この日はガバナー補佐訪問日であり
ます。11時半より第10回4月度役員会が例会前に
て開かれます。
またこの日の卓話は山本会員となっております。山
本会員ご準備よろしくお願いします。
例会終了後第3回クラブ協議会が開かれます。各
委員長の皆さんご準備よろしくお願いします。
■3月11日（木）、
この日の卓話は小林会員でありま
す。小林会員ご準備よろしくお願いします。
■3月13日
（土）、
この日は2021〜2022年度の為の
PET研修及び地区チーム研修セミナーが10時より
Zoom ウエビナーにて開催されます。会長エレクト
及び地区委員会委員長並びに委員の皆様よろしく
お願いします。

日本力
「茶の文化」

担当：北村 讓 会員、講師：大東中央ＲＣ会員・茶道裏千家直門正教授
時代

担い手

奈良〜平安

宮中・公家

鎌倉〜室町

武家

青田 宗朝 様

ハレの「大饗(だいきょう)」、
ケの「垸飯(おうばん)」
饗応の「本膳料理」、
「七五三膳」

〜室町 禅宗寺院など 「精進料理」
室町後期

武野紹鴎など

安土桃山

千利休

「会席料理」
…本膳料理の簡易化。
「懐石料理」
…精進料理を応用。

このように日本は長い歴史の中で様々な階層の人々
が創意工夫し、互いに影響しあい、一つの文化を共
有して今日に至って参りました。茶の湯はその集大成
の一つだと考えます。
その意味で、茶の湯は生活文化
お茶も懐石料理も生活の中に溶け込んだ身近なもの
です。茶は渇きを癒すための飲み物で、時代を経て
茶の効能が明らかになり、そこに精神的要素が加
わって茶道へと発展していきます。禅の教えと結びつ
き、茶を飲む事で心を養うことが大切であると教え伝
えられてきました。
『茶の美学』の著者、谷川 徹三（てつぞう）先生は茶
道を芸術の一分野として見た場合、
「 身体の所作を
媒介とする演出の芸術」
であると規定されています。
しかしその作法は決して日常生活から遊離・隔絶す
るものではなく、高度の演出の芸術であると同時に、
日常生活にもすぐ役立たせることの出来るものです。
「道・学・実」
と申しますように、茶道の礼儀作法は実
践の中から全身的に体で覚えるものですので、
どうぞ
ご体感ください。
懐石料理
茶道で最も正式な形式の「茶事」
では懐石料理も供
されます。
「茶事」
は茶を媒介にして人が茶室に集い、
飲食を楽しむ会のことで、夏（風炉）
では「席入り」→
「懐石」→「初炭」→「中立ち」→「濃茶」→「後炭」→
「薄茶」
という順番で行います。現在これらの要素が
一つでも欠けた物を
「茶会」
と呼びます。
「懐石」の語源は僧が空腹を紛らわす為に懐（ふとこ
ろ）
に温石（おんじゃく）
を入れた事と言われるように、
仏教や茶の湯との繋がりが深く、形は極限まで簡素
化されて、一汁三菜を基本とします。

に収まらない「総合芸術」
であると考えております。
連綿と続く歴史と文化は「日本力」の根底を支える力
です。
その背景には、建国より漢字仮名交じりの日本
語が生きた言語として話し続けられている事、他国に
侵略された歴史が無い事も大きな要素だと思われま
す。その為、
日本では現在の人が簡単に過去を知り、
想像し、今に生かすことが出来るのです。
近年海外で持て囃されている日本のアニメなどのコ
ンテンツや、
日本食、抹茶、浮世絵など、
どれも日本文
化が豊かに醸成したことで独自性を獲得したもので
す。
コロナ禍においては、神道・仏教の影響による日
本人の潔癖症なまでの衛生観念、互いを思いやる文
化、和みの精神が大災害化を抑えた部分があると思
われます。
文化を繋げるには一人の天才が生まれるだけでは
駄目なのです。
それを支える方々、
このRCに所属され
る皆様をはじめ、全ての方々に
「ときめいて」関わって
頂きたいのです。そして繋がれ更に醸成した豊かな
文化は次の日本の力となっていくことでしょう。

2021-2022 年度 第一回 ノミニー理事会議事録
日 時：2020年2月18日
（木）11：30〜12：00
場

所：レインボー

出席者：辻（一）
・嶽下・金森・村上・栗山・北村（讓）
・上瀬・植屋・村橋・檜皮・井本

以上11名（敬称略）

欠席者：丸山・北村（薫）
・小林・佐賀野

開会の挨拶（辻一夫会長エレクト）

④7月29日

会長に相応しい経験も無いが1年間が終わった時に
良い年だったと思えるように助けてほしい。
■配布資料確認・出席者の確認

小委員会活動方針でSAAから話しをしても

らったらよいのでは？
（北村讓会員） ⇒してもらう
＊各委員会の活動方針年度計画については4月末まで
の提出をお願いした。
（嶽下幹事エレクト）

3. 例会場の件

報告事項／討議事項

辻（一）エレクト・金森会長・栗山ノミニーの3人で会場の
候補の原案作りを早急に

1. 辻（一）エレクト クラブ運営について

⇒理事会の審議で会員の総意が得られるような運営

①運営については前年踏襲型で行きたいと思っている。
いい案は取り入れたいと思っている。
②ノミニー理事会の前の役員会の打ち合わせをなしに

をしていきたい。
基本的には京阪沿線のホテルで
⇒帝国H・ニューオータニ・モントレー・ヒルトン・ANA

したいと思う。
③メークアップについては記載通り。その他は理事会に謀る。
④例会での配席は記載の通り。決めても守らない人がい
る。 ⇒守ってもらうよう声かけする
⑤理事会の運営はオープンからクローズへ。理事の皆さ
んには広くメンバーの意見を集約してほしい。

クラウン・リーガロイヤルが候補
1枚ものに纏めてコストやインフラを比較できるようにす
る。辻（一）エレクトが纏めてみる。
曜日によって条件が変わってくるのではないか？曜日の
考慮もいるのでは？
（村橋会員）
⇒一覧表に他クラブの開催状況も記載する

2. 年間行事計画書について
①年間行事計画表はオリンピックの関係で昨年の祝日
を変更してあるので手持ちのカレンダーと祝日が違う
かもしれないがこのカレンダー記載の通りで行くので
よろしくと。
②3クラブ
（太閤園）
は7月ないので消してほしい
（村上会員）

4. 奉仕活動のやり方
奉仕活動の予算の組み方で実験的にファウンディング
方式を採用すればいいのではないか？資金調達を企画
毎に募金を募ってみる
＊中之島基金について。入会金を取らないというIRの方
針があるが中之島基金と入会金の聴衆について検討

③3世代の社会奉仕の話があるが…（北村讓会員）
辻（一）エレクトの年度では天満橋から話があっても断
るつもり。大阪中之島RCの番なのでこちら主導で考え

事項に入れてほしい。
（北村讓会員）

■次回開催予定

3月

ていく。根回しがあれば考える。

2020-2021 年度 第9回

3月度クラブ役員会協議録

日 時：2021年2月4日
（木）11：30〜12：00
場

所：太閤園 サファイアルーム

出席者義務者：金森・辻（一）
・栗山・村上・前田・檜皮

以上6名（敬称略）

開会の挨拶（金森会長）
日々新型コロナ禍でもありますが、安全対策を施し例
会開会を続行したいと思います。
ご協力宜しくお願い
いたします。

【協議事項】
1. 2020〜21年度 下半期年間行事計画について
①細則改正について
新型コロナ禍のため順延（3月中に実施）＿理事会
に報告
②大蔭ガバナー補佐訪問の件 2021年3月4日
（木）
13：30〜 第3回クラブ協議会開催

2. SAA委員会座席の検討について
新型コロナ禍のためSchool形式にて例会開催

3. IT委員会
ZOOM例会実施時のマイク調整の改善について

4. その他
①2660地区の新型コロナ禍での各クラブ例会開催
についての現状
其々安全対策を施し約50％例会開催中
②エイズ啓発大阪ジャズフェスティバル支援お礼報告

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）
皆様のご協力により今後も協議して参りたいと思いま
す。有難うございました。

2020-2021 年度 第9回

3月度定例理事会議事録

日 時：2021年2月18日
（木） 13：40〜
場

所：太閤園 ゴールデンホール西

出席者：金森・辻（一）
・栗山・安達・戸田・辻（義）
・高島・前田・檜皮・嶽下・村上・
（満村代理）梅原
欠席者：満村・西田

以上12名（敬称略）

以上2名

開会の挨拶（金森会長）

なお、
とりまとめは辻会長エレクトとする。⇒［ 承認 ］
・太閤園3RC合同懇親会は、3月25日昼例会として実

皆さんこんにちは。お忙しいところ理事会にご出席賜

施する。 ⇒［ 承認 ］

りありがとうございます。皆さんご存知の例会場所変
更の件につきましては、後ほどご検討頂きますようお

2. SAA委員会・・・座席の検討について

願いします。
また、北村薫さんの件につきましてはお
見舞い規定に則って行いたいと考えています。本人は、
元気にされていて3月末ぐらいから復帰されるとお聞

・検討していく。 ⇒［ 承認 ］

3. IT委員会・・・オンライン
（ZOOM）併用例会の周辺
整備について

きしています。

・事務局にパソコン1台購入する。 ⇒［ 承認 ］

【審議事項】

4. ガバナー補佐訪問（3月4日）の対応について

1. 2020-21年度下期事業計画と対応について
・下期事業計画のとおりでございます。4月以降は今の
ところ全く予定がたたない状況にある。

・通常対応とする。(懇談会はなし)

⇒［ 承認 ］

5. 細則の改正について
・別紙のとおりとする。 ⇒［ 承認 ］

・三世代事業につきましては、本日打ち合わせ会が予

6. 国際ロータリー決議案募集について

定されている。
当クラブとしては、本年度は中止としている。次年度
辻年度で計画することとする。 ⇒［ 承認 ］
・卓話 4月8日北村薫卓話を植屋会員に変更する。

・本年度はとくになし。

7. 細則の改正について
・インターアクトのスピーチコンテストを支援する。

⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

・6月24日の夜例会は実施する。 ⇒［ 承認 ］

・金森年度での地区補助金申請とする。 ⇒［ 承認 ］

・例会場の移転問題については、候補地などの選定作

「大阪市中央急病診療所におけるコロナ感染症予防

業は、金森会長、辻会長エレクト、栗山副会長の3名
で行い、理事会に諮った後、臨時総会で決定する。

対策」事業

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）
お疲れ様でした。

【 21年3月 行事予定】（水と衛生月間）
日付

通算No.

今期

4日
（木）

1308

30

11日
（木）

1309

31

18日
（木）

1310

32

25日
（木）

1311

33

ホームクラブプログラム
ガバナー補佐訪問日

卓話担当者
卓話担当：山本会員

会議、行事
第3回クラブ協議会
第10回4月度役員会

卓話担当：小林会員
卓話担当：栗山会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

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）
・
地区チーム研修合同セミナー
日程：3/13（土）
オンライン会議
三世代合同 社会奉仕事業
ホスト：天満橋RC
日程：3/28（日）

太閤園3RC懇親会・昼例会

【 21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

1日
（木）

1312

34

卓話担当：前田会員

8日
（木）

1313

35

卓話担当：北村（薫）会員

15日
（木）

1314

36

卓話担当：満村会員

22日
（木）

1315

37

29日
（木）

-

-

卓話担当：村橋会員
休会⑦→祝日 昭和の日

会議、行事
第11回5月度役員会

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区研修・協議会
日程：4/3（土）
オンライン会議

【 21年5月 行事予定】（青少年奉仕月間）
日付

通算No.

今期

6日
（木）

1316

38

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

13日
（木）

1317

39

20日
（木）

1318

40

卓話担当：岡本会員

27日
（木）

1319

41

卓話担当：佐賀野会員

卓話担当：村木会員
青少年奉仕委員会卓話

第12回6月度役員会

社会・青少年奉仕委員会：
檜皮インターアクト委員長

2

2月18日のメニュー

18

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区会員増強セミナー
日程：5/22（土）
会場：YMCA

新旧合同理事会

ニコニコBOX

辻（一）
：太閤園の事は淋しい限りですね。
栗山：寒暖差が激しいですね。
ご自愛ください。
戸田：北村讓さんの代理卓話楽しみにしています。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
嶽下：いよいよ辻一夫年度が近づいてきました。ニコニコ
下岡：ニコニコ
北村（讓）
：私の代理卓話の青田様、有難うございます。

小

鉢

水菜 うす揚げ

前田：私の大学時代の仲間が「静脈瘤破裂」
で急死し
ました。淋しいです。

人参

植屋：寒さも今日までですね。ニコニコ

造 り

横輪焼造り 甘海老胡瓜巻き
あしらい一式

煮

物

鰤丸大根
蕗 梅麩 小松菜

八

寸 ちりめん卸しポン酢
伊達巻玉子 鴨つくね 公魚南蛮漬け
鰆西京焼 一寸豆 蛍烏賊田楽

温

物 日本蕎麦 鯛塩焼き 金糸
針海苔 三つ葉

椎茸

食

事

細切筍

蟹御飯

香の物

二種盛り

止

赤出汁

椀

芽ひじき 針生姜

●本日のビジター

西田：皆様お久しぶりです。ニコニコ
井本：もうすぐ春です。が・・・・寒いです。
上瀬：青田さん、卓話楽しみにしております。ニコニコ

大東中央RC
（ゲストスピーカー）

青田 宗朝 様

本日合計 : ￥26,000
計 : ￥693,000
累

●出席報告

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
28名
（リモート参加1名）
欠席者
7名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率
1月21日の修正出席率

80.00 %
77.14 %

次年度理事役員 懇親会
2月18日
（木）
、
17時半より次年度理事役員の懇親会が行われました。

1名
0名
0名
0名

