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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＪＵＮＥ ７ ２０１２ ＮＯ．２１５８
ロータリー親睦 活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2158回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
３）卓 話 「大阪府印刷工業組合
理事長の4年間」
西井 幾雄会員

☆☆ ６月度のお誕生日 ☆☆
2日 溝手 悟

19日 保倉 賢造
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様こんにちは、来訪ロータリアンの皆様よ
うこそお越し頂きました。どうぞごゆっくりお
過ごし下さい。
大変嬉しいことに、本日11時より新入会員3名
のインフォメーションがありました。数ある
ロータリークラブの中より、私どものクラブを
お選びいただきましたことに感謝申し上げま
す。並びに、お三方にご入会を勧めていただいた
浅井副会長、そして推薦者の山田雅浩理事、中島
清治会員に心より感謝申し上げます。
また来月、もう1名ご入会いただく予定です。
総勢69名の会員で川原会長エレクトに引き継げ
ます。会員増強に大変苦しんできただけに最後
になり目標を達成できます。この喜ばしい話は
先週のIM6組の
「睦輪会」
で発表いたしました。
「朗
報」だと各クラブの会長の皆さんやガバナー補
佐よりお褒めのお言葉を頂戴いただきましたこ
とをご報告いたします。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①クラブ協議会（新旧合同）のご案内を本日お配
りしております。出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
②本日「新旧理事・役員・委員長懇親会」のご案
内をさせて頂いております。
③「2011～12年度活動報告書」原稿の締め切りが
本日になっております。事業が終わられまし
た委員会から随時ご提出お願いいたします。

次週（６月１４日）のお知らせ
１）例 会 （2159回）
我等の生業
２）ソング
３）クラブ協議会（新旧合同）

④「2012～2013年度理事・役員・委員長・副委員長
懇親会」出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。
⑤本日18：00より№6・7テーブル情報集会が「口八
丁」北新地店にて開催されます。関係各位宜し
くお願いいたします。
⑥本日例会終了後10Ｆ「平安の間」にて6月度定例
理事会（新旧合同）が開催されます。今年度な
らびに次年度理事・役員の方々よろしくお願い
いたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日卓話明尾先生にお願い致しました。どうぞ
宜敷くお願いします。
西浦 司
結婚記念日自祝。
三谷 滋伸
高橋さん仲西さん箕村さん本日の入会誠におめ
でとうございます！！共にガンバリましょう!!
川原 和彦
高橋会員、仲西会員、箕村会員ご入会おめでと
うございます。
会員強化委員会
(株)川本倉庫120TH ANNIVERSARY 2012 川本 浩
川本倉庫創業120周年お目でとうございます。
中川 政照
平成24
合計金
80,000円
平成24年
24年5月31日
31日
80,000円
累計金 2,780,500円
2,780,500円

☆☆ 新入会員へバッジの贈呈 ☆☆

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

２名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

68名
49名(60名)
20名
11名

）内は会員総数を基準とした値

5月31日の出席率
81.67％
６週間前（4月26日）の
メークアップを含む出席率 89.66％
メークアップ実施会員
7名（欠席者13名)

☆☆ 新入会員紹介
新入会員紹介 ☆☆

☆☆ 先週（ 5 月 31 日）の卓話 ☆☆
「 上方文化の深淵～書画を愉しむ心 」
大阪商業大学商業史博物館
主席学芸員 明尾 圭造 様
西浦
司 会員紹介
世に三都と言われる東京・京都・大阪。生活文
化にも三都それぞれの特色があるのはいうまで
もありません。食事や衣装の趣味嗜好が違うよう
に、書画の世界についても、それぞれの地域特性
があります。
例えば江戸期、江戸には狩野派が、京都には四
条派が厳然と勢力をもったのに対して大阪では
徒党を組んだ師弟関係が成立し難かったようで
す。それこそ大阪らしい心持だと感じますが、今
回は文人意識の観点からそれについて考えてみ
たいと思います。
1.大阪のサロン文化と文人意識
圧倒的な経済力のもと、大阪では生活の基盤を
確立した上での文雅の嗜みがありました。いわゆ
るサロン文化と言われるもので、18世紀の大阪に
は混沌詩社（漢詩結社）
や幕府官許の学問所懐徳堂
など、町人による文芸サロンが花開きました。
そこでは、
東洋思想の研鑽のみならず、
琴棋書画
といわれる書画の嗜みや、煎茶をはじめとする緩
やかな趣味の空間が広がっていました。
2.木村蒹葭堂という人物
大阪北堀江の酒造家にして本草学者、蔵書家で
あり、文人画家としても有名であった木村蒹葭堂
(1736～1802)は18世紀大阪を代表するスーパータ
レントとも言える人物です。彼の残した日記は当
時の上方文化を考える上で貴重なデータを提供し
ますし、書画作品からは深い精神性が窺えます。
3.自娯の文化精神(大阪文化の深層にあるもの）
他者の評価や時代の流行り廃りに左右されな
い、確固とした自我の精神が大阪文化の基調にあ
る。経済的な裏付けの中で、
自娯の対象としての文
人書画がある。
本来、流派や官立の助成を受けない個の精神が
それを支えたわけで、それこそが大阪らしい心持
だと思うのです。
海外コレクターにより虚心に集められる作品
に大阪の書画が多いのは何故か。
有名無名を問わず、自ら娯む心向きが欲しい。
残された書画を通して、大阪商人が目指した文化
受容の在り方を考えてみることが肝要ではない
でしょうか。
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氏
名 髙橋 弘泰
誕
生 昭和39年8月24日
職業分類 出版物印刷
事 業 所 しんこう印刷㈱
所 在 地 〒534-0027
大阪市都島区中野町4-10-3
06-6351-0368
06-6352-5225
代表取締役社長
山田 雅浩 ・ 中島 清治
平成24年6月7日

☆☆ №６・７ﾃｰﾌﾞﾙ情報集会 ☆☆

5月31日(木),曽根崎新地の焼鳥屋「口八町」に
て№6・7のテーブル情報集会が行われました。
Ｂ級グルメで庶民的な雰囲気の中、二宮会長
の開会挨拶の後、中村直前会長の乾杯の発声に
より和気あいあいと始まりました。明るく楽し
い話の中、ハプニングが起こりました？中村直
前会長に二人目のお孫さまが誕生との知らせが
携帯に飛び込んできました。「おめでとう」の歓
声、直ぐにシャンパンを用意し「乾杯」全員で祝
いました。大いに話が盛り上がりました、あっと
いう間に至福の時間が過ぎ、集合写真撮影を最
後にお開きになりました。三々五々夜の北新地
に……
出席者：二宮会長、浅井副会長、郡会員、目幸
会員、中川会員、中島(康）会員、中島(清)会員、
中村（健）直前会長、中村（修）会員、中野会員、
成松会員、西村会員、事務局2名、
計１４名
№6・7テーブルマスター

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・サフラン風味のシーフードクリームスープ
・ローストポークロイン、トマトソース 夏野菜
添え
・夏みかん風味の五穀米ムース、エスプレッソ
・ライス
・コーヒー
ソース

