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こんにちは、11月は財団月間です。ロータリー財団は、世界各地で
ロータリアンが実施する活動を支えるための補助金を提供していま
す。ボランティア活動、奨学金、職業研修などさまざまな活動が可能で
す。本日は地区補助金のお話をさせていただきます。

地区補助金は社会奉仕、人道的国際奉仕、奨学金、職業研修、RAC合

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道

本日のプログラム
♬SONG : 「我ら中之島」
■臨時総会（事業・決算報告）
　事業報告　村上 前年度幹事
　会計報告　檜皮 前年度会計
　監査報告　西田 前年度会計監査

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　ロータリー財団卓話
　担当：安達 昌弘 財団委員長
　講師：地区財団委員長  村橋 義晃 会員
■第6回12月度理事会
　13：40～　コスモスの間

次回 11/18 のお知らせ

ロータリー財団月間
月間テーマ（11月）

2021年11月11日
第1328回（本年度 第12回）例会



同事業などが対象となります。

プロジェクト予算が40万円以上国内事業では上限
60万円、海外事業では100万円の地元や海外にお
ける、比較的小規模で一年以内に完了する奉仕活動
に利用することができます。クラブは毎年3-4月中に
地区財団委員会に申請し、翌年度（7月以降）補助金
受領次第活動を開始します。クラブ供出金と2660地
区の50%の割合での負担となります。今年、大阪中之
島ロータリークラブは地区補助金を用いて大阪市中
央急病診療所にN95マスク2,000枚、医療用マスク
500枚を寄贈しました。辻年度の3-4月に地区補助金
を申請して頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

2021-22年度第1327回（第11回例会）
幹事報告 (11/4)

幹事  嶽下 勇治

皆さん、こんにちは！

（11月 ロータリー財団月間）

■11月4日（木）、卓話　上山会員

■11月11日（木）、臨時総会が開催されます。
　昨年度の事業報告、会計報告、会計監査報告。

■11月18日（木）
　・ロータリー財団委員長卓話
　国際奉仕委員会R財団担当 安達会員

　・年次総会
　次年度理事・役員決定

　・第6回12月度理事会

　・三世代、会長・幹事・社会奉仕委員長打合せ

■11月25日（木）、休会（祝日の週、11/23勤労感謝の日）

（12月 疾病予防と治療月間）

■12月2日（木）、卓話　戸田会員

■12月9日（木）、例会日変更（11日クリスマス家族会）

■12月11日（土）、例会、クリスマス家族会

（地区会議等）

■11月6日（土）、クラブ職業奉仕委員長会議
　会場orオンライン

口取り 卵焼　穴子炙り寿司　海老芝煮
 秋刀魚山椒焼　ジャガホンデュ
 白身フレーク揚げ　帆立味噌漬　柿餅

焚合せ 伊勢ひじきがんも　六方芋　蓮根
 粟麩オランダ煮　蓮草

焼　肴 サーモンポテト焼

御　飯 銀杏鯛御飯　三つ葉

煮物椀 胡麻豆腐　焼舞茸　隠元

デザート 栗ババロア　焼目栗　ホイップ　ミント

10月28日のメニュー



私の大阪検定

上山 英雄 会員

私は中之島ロータリークラブに入会させていただい
て、丸三年になります。

ロータリーは3年間続けてこられてよかったというの
が実感です。

3回目の卓話です。前回と前々回は私の履歴書と言う
か、生い立ちとこれまでの波乱万丈のサラリーマン人
生のことをお話させていただきました。

今回は、前からお話したかった大阪検定の話をさせ
ていただきます。

先週にも申しましたが、憧れの中之島ロータリークラ
ブに入れていただいて、中之島のことを身近に感じ
ていますが、中之島に関して、いろいろ興味深いこと
があることに気が付きました。

実は、中之島はもともとあの淀屋がひらいたものです。
初代の淀屋常安が幕府に開発を申請して、払い下げ
地を開拓し、元和5年（1619年）に竣工したものが、
のちの中之島蔵屋敷群に発展したものであります。

そこで、大阪検定は中之島にかかわることを中心に
お話しさせていただきます。むしろ、大阪検定という
より私の中之島検定かもれません。

中之島は文字通り、大きな川の中州です。地図を見る
と、まさに川と川の間に浮かんでいる島です。島へ渡
る橋の数が23もあります。まさに水の都にふさわしい
所です。

歴史的には、江戸時代には各藩の米や特産物を集積
する蔵屋敷は大阪に95軒ありましたが、そのうち中
之島には40軒ありました。江戸時代の物流の中心は
水運でした。敷地内に船入掘りを作れば簡単に邸内
まで産物が届くという条件を備えていました。江戸初
期の時代は、中之島は今よりはるかに小さな寂しい

島でしたが、当時の豪商や各藩が開発して蔵屋敷が
建ち並ぶようになり、水運に便利な場所として中之島
が発展したものと思われます。

経済の面からみると、大阪市役所などの官庁街でも
ありますが、中之島近辺は大阪を代表するビジネス
街であります。

太閤さんの時代には大阪は政治、経済の中心地でし
たが、江戸時代は、大阪は天下の台所と言われ北浜
や高麗橋の周辺には商店が多く建ち並び経済の中
心でした。近世には日銀大阪支店などもでき、まさに
大阪の経済の心臓部と言えると思います。

このように中之島はかつて、「東洋のマンハッタン」と
呼ばれた、大阪の歴史、経済、文化の中心地でした。

文化の面からは、中央公会堂、府立中之島図書館、
「子ども本の森 中之島」、大阪市立東洋陶磁美術館
などがあります。大阪の都心部に位置し、歴史的・文
化的資産が集中する中之島は、多くの人が集う文化・
芸術・国際交流の拠点となっています。

安藤忠雄さんが自ら設計し、しかも建物まで寄贈され
た「子ども本の森 中之島」、通称子ども図書館は中之
島のバラ園の中にあります。

子供たちにも本が見つけやすいように、表紙が見え
るように並べてあります。

普通の本は背表紙が並んでいて、字だけではどんな
本かわかりません。しかし、この図書館では、子どもた
ちにも本が見つけられやすいように、写真のように本
の表紙が見えるように工夫されています。子供を思い
やる心配りは素晴らしいものです。感動しました。

また、本の一般的な貸し出しはできませんが、本を持
ち出して、バラ園の中でこどもがお母さんと一緒に読
むことができます。なんと優雅で晴らしい光景でしょ
うか。

ただ、ここに入館するには必ずネットで予約すること
が必要であることを申し添えます。

また、来年の春には主に現代の美術品を集めた中之
島美術館ができる予定です。

また皆さん、東洋陶磁美術館に行かれたことはありま
すか？

東洋陶磁美術館はいわゆる中国陶磁器を集めた「安
宅コレクション」を住友グループが寄贈したことによ
り開館した美術館です。



昨年秋に、東洋陶磁美術館で展示された「天目茶碗」
をご覧になりましたか？

天目茶碗とは、中国の南宋時代（12世紀から13世紀
ごろ）福建省の建窯で焼かれた黒釉薬の茶碗です。

天目茶碗には、「油滴天目」（ゆてきてんもく）のほか
にも、「曜変天目」（ようへんてんもく）、「禾目天目」（の
ぎめてんもく）「木葉天目（このはてんもく）」などいろ
いろあります。

私は、東洋陶磁美術館にある油滴天目茶碗をみて、
その美しさに感動いたしました。

「油滴天目茶碗」は器の内面、外面に油滴と呼ばれる
粒状の斑文が散らばり、宝石をちりばめたような輝き
を見せています。

この「油滴天目茶碗」は国宝です。「油滴天目」として
は唯一の国宝です。

この茶碗いわれは、豊臣秀次から、西本願寺、三井本
家、若狭酒井家に伝わり、旧安宅産業の安宅英一氏、
住友グループへと渡り、大阪市に寄贈されました。

天目茶碗ではほかに有名な曜変天目茶碗があります。

曜変天目茶碗は丸い斑紋がまだら模様に浮かび、光
によっては瑠璃色に光るものを曜変天目と言い、上
から見るとまるで吸い込まれそうになります。

南宋時代に作られた最高の曜変天目茶碗はこの世
に3点しかありません。

その一つは、写真の静嘉堂文庫美術館の曜変天目
茶碗です。

徳川家光から淀藩の稲葉家などを経た来歴から、
「稲葉天目」とも呼ばれています。その後、三菱財閥の
岩崎氏が購入したものです。

もう一つの曜変天目は大徳寺の塔頭（たっちゅう）で
ある龍光院で所蔵されています。豊臣秀吉の茶頭の
子で寺の開祖となった、江月宗玩（こうげつそうがん）
によって伝えられ、三井家が所有しています。

最後の1点の曜変天目は、なんと太閤園の隣の藤田
美術館にありあます。

この天目茶碗のいわれは、徳川家康から譲り受けた
水戸家を経て、藤田財閥が入手した茶碗です。来春
の藤田美術館のオープニングが楽しみですね。

国宝の天目茶碗4つのうちの2つが中之島にあると
いうことになります。

茶碗の話に入り込んでしまいましたがそれでは、今日
のテーマである大阪検定（中之島検定）に入っていき
たいと思います。

別紙の通り、5問ありますので皆さんと一緒に考えた
いと思います。

とりあえず3分ほど時間をとりますので4択の中から
正解を選んでください。

※初級の問題なので、中之島ロータリークラブの皆
さんには全問正解をめざしていただきたいと思い
ます。

大阪検定

1．中之島は江戸時代から現在に至るまで、政治・経
済・文化の発信基地として機能してきた、東西に細
長い形状の中州です。中之島は堂島川と何川に挟
まれているでしょう。

①東横堀川　②西横堀川　③阿波座川　④土
佐堀川　（正解率 88％）

2．江戸時代、現在の大阪市北区中之島には、諸藩の
物資売買拠点であり倉庫として、ある施設が建ち
並んでいました。その施設とは何でしょう？

①寺　②神社　③蔵屋敷　④藩校
（正解率 96％）

3．江戸時代初期に中之島や北浜界隈を開発し、幕
府から魚市、青物市、米市を開く特権を得た豪商
で、生活の贅沢ぶりが目に余るとして財産没収処
分となった豪商はどれでしょう？

①鴻池屋　②越後屋　③淀屋　④杵屋
（正解率 65％）

4．中之島にかかる橋には、近松門左衛門が書いた
「女殺し油地獄」の舞台となっているものがありま
す。土佐堀川にかかる橋で北詰に大阪中央公会堂
がある橋の名称は何でしょうか？

①大江橋　②淀屋橋　③鉾流橋　④栴檀木橋
（正解率 84％）

5．行政や企業が運営する以下の美術館と所在地の
組み合わせで誤っているのはどれでしょう？

①大阪市立美術館 ― 大阪市天王寺区
②逸翁美術館 ― 池田市
③国立国際美術館 ― 吹田市
④大阪市立東洋陶磁美術館 ― 大阪市北区
（正解率 53％）

正解
1．④土佐堀川　2．③蔵屋敷　3．③淀屋　4．④栴
檀木橋　5．③国立国際美術館 ― 吹田市



この度、ロータリー学友会の公式行事として「秋のイ
ベント」を下記の通り開催いたします。

プログラム第一部は、吹田ローターアクトクラブ出身
で、生まれ故郷の京都府与謝野町にて地域創生にご
尽力されている株式会社ローカルフラッグの濱田 祐
太さんをお招きし、与謝野町からオンラインで講演し

ロータリー学友会 秋のイベント開催のご案内 青少年奉仕小委員会委員長  檜皮 悦子

ていただきます。

第二部はオンラインでの懇親会を予定しております
ので、学友・ロータリアンの皆様との交流を楽しんで
いただければと存じます。皆さまのご参加を心よりお
待ち申し上げます。

草々

2021年10月31日（日曜日）9：30～よりZOOMウェビ
ナーによる年次大会が、高槻中学校・高等学校IAC、ホ
ストクラブ：高槻ロータリークラブにて実施されまし
た。インターアクター163名、学校関係者26名、ロータ
リアン51名、ローターアクタ―2名、計242名の出席者
でした。今回の事前課題は「マイノリティー」で、各イン
ターアクター達に5分間の発表の場が与えられまし
た。第二部は花井 十伍氏（大阪HIV薬害訴訟原告団
代表）による「マイノリティーへの理解・支援―薬害の
根絶と周囲の支援」の講演があり、インターアクター達
からリアルさながらの質疑応答がされておりました。

コロナ禍のため昨年同様オンライン開催になりました
が、高槻中学・高等学校（高槻RC）・四天王寺中学・高
等学校（大阪天王寺RC）・金光八尾（八尾RC）・相愛中
学・高等学校（大阪RC）・清風中学・高等学校（大阪南
RC）・大阪桐蔭中学・高等学校（大東RC）・浪速中学・
高等学校（大阪帝塚山RC）・大阪国際大和田中学・高
等学校（守口イヴニングRC）・開明中学・高等学校（大
阪中之島RC・大阪東RC）アサンプション国際中学・高
等学校（池田くれはRC）の10校のインターアクター達
が各自の奉仕事業を紹介しました。インターアクトが

２０２１～２２年度 国際ロータリー第２６６０地区
インターアクトクラブ年次大会 青少年奉仕小委員会委員長  檜皮 悦子

合同で実施するプログラムは、新入生歓迎会・海外研
修・機関紙発行・年次大会があります。

「バタフライエフェクト」の様にインターアクタ―達の
些細な発信が将来、未来のロータリーに望ましい効果
になる事を願いました。

記

日時：2021年11月28日（日）　13：00～16：00

講演内容：「2万人の町からビジネスを生み出す！～ビール造りからの地域創生～」

講師：株式会社ローカルフラッグ　代表取締役　濱田 祐太（はまだ ゆうた）さん
※弱冠24歳の若さで、与謝野町産ホップを100パーセント使用したクラフトビール事業を立ち上
げ、日々ご活躍される一方、ビールの収益で天橋立の内海である阿蘇海の環境破壊の原因とな
る大量発生したカキ殻を回収するなど、ビールを飲めば飲むほど海がきれいになるユニークな
取り組みを通して地域の環境保全にも注力されています。

開催方法：オンライン開催（※視聴方法は後日ご案内いたします。）

ご登録：下記ウェブフォームよりご登録ください
https://forms.gle/pxddGbCoYdxtDCXS9

登録期日：2021年11月12日（金）まで
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栗山：上山会員、卓話楽しみにしています。ニコニコ
戸田：上山さん、卓話楽しみにしております。
本日、吹田西RCの木田さんがスポンサーのFMラジオ

に出てきます。
ロータリーの宣伝をしてきます。

嶽下：本日は上山会員の卓話楽しみです。ニコニコ
植屋：国際大会参加楽しみにしております。ニコニコ
村上：上山会員、卓話楽しみです。
檜皮：上山会員卓話頑張ってください。
藤本：上山会員、卓話よろしくお願いします。
高島：結婚記念お祝い自祝
早瀬：前田会員、秋の褒章受章おめでとうございます。

月初です。ニコニコ
井本：本日のゲスト清水君は高校時代の同級生です。

入会希望ですのでよろしくお願いします。
北口：爽やかな秋晴れが続きますね、ニコニコ！

上山会員、卓話楽しみです。
前田：忙しい毎日です。
下岡：ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
上山：本日卓話です。昨夜は緊張して眠れませんでした。
吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥46,000
累　計 : ￥468,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 1名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 81.25 %

●本日のゲスト
井本会員ご紹介 清水 博之 様

▲お誕生日のお祝い：左より村上 俊二会員・下岡 陽一郎会員・
　山本 肇会員・栗山 博道会長エレクト

▲結婚記念日のお祝い：左より北村 薫会員・村上 俊二会員・高島 凱夫会員・
　下岡 陽一郎会員・福田 忠博会員・栗山 博道会長エレクト

▲事務所創立記念日のお祝い：左より下岡 陽一郎会員・
　栗山 博道会長エレクト

ロータリー財団より足立会員と檜皮会員が
「ポールハリスフェロー」の表彰を受けました。

小林会員、お嬢さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!


