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職 業 奉 仕 月 間

会

１）例

（2219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

４）卓

米山月間記念卓話

話

米 山 月 間
次週（１０月１０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

ＮＯ．２２１９

会 （2220回）

２）ソング

君が代・奉仕の理想

３）職 業 奉 仕 賞 授 与 式

「博士号取得を目指して」
米山奨学生

祝

方 悦

様

米山奨学委員会

☆☆ １０月度のお誕生日 ☆☆
2日 井戸 幹雄
13日 梅本 知秀
29日 福原 哲晃

8日 山田 雅則
19日 荒木 幾夫
30日 山本 喬一
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆さんこんにちは、ビジターの皆様またゲス
トの皆様ようこそいらっしゃいました。どうぞ
ごゆっくりお過ごしいただきたいと思います。
さて、冒頭にＳ.Ａ.Ａから報告がございまし
たように私共大阪天満橋ロータリークラブの浅
川正英会員（本名は重美さんと申されるのです）
が去る９月２０日午後９時46分御逝去されまし
た。享年７３歳でございます。死因は右下葉肺腺
癌ということでございました。まことに残念な
ことでございます。浅川会員は病気療養をされ
ながら例会にも5月頃迄出席されておられまし
たが、この２、３か月は欠席されておりました。
浅川会員は1980年12月13日に大阪天満橋ロー
タリークラブに入会されて以来33年間にわたり
御活躍並びに御貢献をいただき、1988～89年度に

は幹事、1995～96年度は副会長、2001～02年度に
は会長エレクトをお務めいただいております。
お話によりますと６年程前から御病気をわず
らわれておられたようです。健康上の問題がな
ければ、いつでも会長になっていただけた人物
でございました。まことに残念ではございます
が、今はただ浅川会員の御冥福をお祈りいたし
たいと思います。
なお、通夜式は9月22日の日曜日、御葬式は9月
23日の月曜日に執り行われ、
たくさんの方々がお
別れを惜しまれました。大阪天満橋ロータリー
クラブの会員皆様もたくさん御出席していただ
きました。お忙しい中お手伝い戴きました中島
幹事をはじめ会員の皆様、別れを惜しみ会場へ
いらっしゃいました皆様、本当にありがとうご
ざいました。また、都合で御集まり願えなかった
方々とも御一緒に浅川会員への哀棹の意を表し
たいと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①ロスターの追録を本日お配りしております。
②「ロータリーの友に関するアンケート用紙」
のご提出をお願いいたします。
③「新入会員歓迎会」出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。

☆☆ 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

０名
０名
０名
１名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

67名
49名(60名)
25名
11名

④「三世代クラブ合同例会」出欠のご返事を必
ず事務局までお願いいたします。
⑤「新年初例会前の天満宮でのご祈祷」出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします。
⑥青少年交換来日学生クウ君のウエルカムパー
ティーが本日18：00から「スコリオ」阪神百貨
店10Ｆにて開催されます。ご出席の方は宜し
くお願いいたします。
⑦本日例会終了後、10月度定例理事会が3F「アン
バー」にて開催されます。関係各位よろしくお
願いいたします。
⑧クールビズは９月末までとなっています。来
月からはネクタイ着用でお願い致します。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

浅川会員の御冥福をお祈り致します。御通夜御
葬式に御参集の皆様お疲れさまでした。
在本 茂
浅川先輩!!一緒にポルトガルに行きたかっ
たー。誠に残念です。『千の風』になって我々
ロータリアンを見守って下さい。さようなら!!
中川 政照
浅川会員のご冥福を謹んでお祈り申し上げま
す。
川原 和彦
浅川さん長い間ありがとうございました。心よ
りご冥福をお祈り申し上げます。 鍬田 充生
浅川会員の御冥福をお祈りします。 中村 修
昨秋のネパールが浅川さんとの最後の旅となり
ました。現地でのＷＣＳ事業へのご尽力にあら
ためて感謝申し上げます。どうぞ安らかにお眠
り下さい。
国際奉仕有志一同
へたなスピーチで御耳を汚します。 土井 憲一
15ヶ年在籍自祝
川原 和彦
誕生日自祝
阪本 宗久
平成25年9月26日

合計金

55,000円

累計金

776,200円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・フレッシュ“ハマチ“のマリネ、アスペル
ジュとトマトのドレッシング
・季節の蒸したお魚とさやえんどう、セロリ、
数の子のソース
・クーベルチョコレートのタルト、
洋ナシのコンポート
・コーヒー

）内は会員総数を基準とした値

９月２６日の出席率
81.67％
４週間前（9月5日）の
メークアップを含む出席率 89.23％
メークアップ実施会員
4名（欠席者11名)

☆☆ 先週（９月２６日）の卓話 ☆☆
「真贋鑑定について」
小磯良平鑑定委員 土井 憲一会員
本来、絵画を鑑賞する為には鑑定書は必要と
しないものでした。お客様は現存物故作家に関
係なく我々画商を信じ安心して作品を買い求め
られました。
２０年程前から高名な先生方が多く亡くなら
れ物故作家の作品が増えて来ました。それと平
行して、老舗画廊とは別に修行経験の浅い新し
い画廊も誕生して来ました。以前は大手画廊で
修行して独立するのが通常でしたが、勉強不足
の画廊は自然真贋鑑定書に頼ってしまい益々勉
強不足の画商が多くなって行く始末です。
小磯良平先生が亡くなられて２５年以上経過
しました。鑑定した作品は千点余り。その内一割
が贋作でした。贋作の種類は、人を騙す目的で制
作した物、模写した物、間違えた物（他の作家の
作品）等です。模写は画家を目指す学生等が勉強
の為に制作した物で当然悪意はありません。た
だその作品が悪意の第三者へ渡ると贋物になる
事があります。
絵画を購入される場合は売り先から必ず鑑定
書を受領してから代金を支払うのが賢明です

－青少年交換来日生ＫＯＵ君歓迎会－
９月26日、2013-14年度青少年交換事業の来日
生Kou Vang（クゥ・バン）君の歓迎会を在本会長
はじめ当クラブ会員と１年間のホストファミ
リーをしていただく鳥枝さん、上木さん、長谷川
さんご家族に参加いただいて、阪神百貨店10Ｆ
「スコリオ」にて行いました。
青少年交換委員会

故

浅川正英会員を偲んで

「無情の風は時を選ばず」
、ドック検査でひっか
かかって・・・と聞いたのが２年程前、その後、日
常変わらず元気に例会にも出て来られ、一昨年は
ＷＣＳタイ国訪問、昨年はネパール訪問と、ロータ
リーも意欲的に活動されておられました。
来年は小寺会長と共に副会長を受諾してもらっ
らっており、４年後の当クラブ５０周年には会長
になってもらおうと我々会員は密かに企んでおり
ました。
「命ある限り世の為、
人の為、尽くす事こそ我が
が務め」・・・と何時も口癖の様に云っておられた、
浅川さんからはお付き合いの中で色々な事を教え
てもらいました。
「世界の平和は家庭から、家庭の平和は夫婦か
ら」と、家族は仲好くしないといけない・・・と云
いながら、新地ではあちこちのお店のはしごをし
ましたね。

優しくて付き合いの良い浅川さんは皆から慕わ
われ好かれ、一緒にいるとその場が和むので人気
者でした。
仏教界では、日本はもとより国際的に偉いお人
だったのに、我々には、微塵もその様な素振りを見
せず「おい！おまえ！」の仲で通されていました。
仏の道に早めたのも、浅川さんを引っ張り回し
た我々にも少しは責任があったのでは？
仏様にお仕えする立場の方だから、必要とされ
て召されてしまったのかも知れませんね。
それにしても悔やまれます。
以前事務局の大保さんに新世界にあるご親戚の
のお店へ案内頂いた際、通りがかった芝居小屋「朝
日劇場」に行ってみたいと言われ、みんなで一緒に
行くのを楽しみにしておられました。
お見舞いの時に、「元気になったら（朝日劇場）
へ行こうな！」・・・と云ったら、難しい顔が、一
変にほころび、ニッコリ笑って頷いてくれたのが
私との最期でした。
「諸行無常、会者定離」の世とは云え、優しい奥
奥様の元で、暖かい家族に見守られ、幸せな最後で
はなかったかと思います。
浅川さんはなくなっていません。しばらく会え
ないだけですヨ。
いろいろとありがとう
衣斐 孝雄
平成２５年９月２３日

－青少年交換派遣生・来日生近況－

－青年功績賞授与式－

来日生クゥ君は９月21日、
22日に行われた２地
地区合同オリエンテーションに元気に参加しま
した。2660地区と兵庫県の2680地区それぞれ５名
の来日生が池田市の「ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ発明記念館」見
学や宿舎での合気道講習など日本文化を体験し
ました。
当クラブからアメリカミネソタ州に派遣して
いる「郷渡一司」君は「ホワイトベアーレイクＲ
Ｃ」でホストしていただき、ホストファミリーに
も恵まれて、充実した留学生活をスタートして
いるそうです。英語にも少しなれたようです。
2660地区青少年交換委員会 山本 喬一

9月29日（日）、生駒山麓にある東大阪市
立野外活動センター「自由の森なるかわ」
にて、6名の卒業予定者に対し本年度第2回
目の青年功績賞授与を行ってきました。秋
晴れのさわやかな天気の中、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ
の手作りの昼食を彼らと一緒に楽しく談笑
しながら頂いた後、功績賞授与式に臨みま
した。「自由の森なるかわ」は一般財団法
人大阪府青少年活動財団が一昨年、東大阪
市より運営を委託され、本年で2年目の青年
功績賞授与となります。出席頂きました在
本会長、髙田副会長、中島幹事、小寺会長ｴ
ﾚｸﾄ、中島幹事ｴﾚｸﾄ、有難うございました。
新世代奉仕委員長 三谷

座

席

表

２０１３～２０１４年度１０月～１２月

小寺会長エレクト・髙田副会長

会

テーブルNo.

員

在本会長・中島幹事・中島（清）幹事エレクト

名

Ｎｏ．１

◎溝手○成松・保倉・藤井・坂本・徳岡・谷本・北村

Ｎｏ．２

◎中村（健）○阪本・福井・南川・川原・宇野・安田・寺村・勝見

Ｎｏ．３

◎大矢○高良・小澤・鍬田・土井・金田・木村・岸本

Ｎｏ．４

◎髙橋（弘）○山田（浩）・重里・寺井・二宮・末澤・寺杣

Ｎｏ．５

◎箕村○高橋（竜）・川本・中島（豊）・西井・山村・目幸・仲西

Ｎｏ．６

◎御木○西浦・髙松・中川・松宮・寺内・石田

Ｎｏ．７

◎梅本○郡・井戸・福原・山本・西海・荒木・三谷・山田（則）

Ｎｏ．８

◎髙井○永田・衣斐・橋本・中村（修）・中野

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

