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識 字 率 向 上 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次週（３月１２日）のお知らせ
１）例

（2283回）

会

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

君が代・奉仕の理想

３）卓

４）卓

｢古代の豪族をめぐって」

話

―その活動と交わり―
藤井

弁次会員

（2284回）
ロータリー讃歌

話

｢中小企業経営者のための事業引継ぎ支援」
大阪商工会議所
大阪府事業引継ぎ支援センター・ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ
税理士

狭間

和男

様

高良

尚志会員紹介

４）第4回被選理事会

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
1日
3日
6日
12日
15日
24日

徳岡昭七郎
永田 秀次
坂本 一民
中村 修
中野 格
髙井宗一郎

3日
6日
10日
15日
23日

北村
橋本
衣斐
藤井
谷本

修久
守之
孝雄
弁次
圭二

（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

この一週間は、クラブとして特にご報告する
ようなこともありませんので、季節がらみの報
告で代えさせて頂きます。
先週２月２０日から奈良東大寺の修二会・お
水取りの修行が始まりました。今は練行衆がお
籠もりの最中で、昔は厳寒の中、二月堂下のお籠
もり堂で、それこそ厳しい修行をされたそうで
す。２８日迄を「試別火（ころべっか）」という
そうです。
６０年前中学生だったころ、夜に別火坊に入
れて貰いましたが、当時既に内緒でアンカが

入っていました。私達の国語の先生が練行衆の
僧のお一人でしたので、こっそり裏方を見せて
頂いたものです。
３月１日から１４日迄本行で、この間に有名
な「お松明」が二月堂の欄干で振り廻され、この
火の粉を浴びると無病息災といわれています
が、最近は参詣客より観光客許りで、堂下に行く
のも容易ではありません。今年の“春節”東大寺
の境内は、中国語であふれていたそうです。
東大寺の大仏開眼供養会は、天平勝宝四年（７
５２年）今から１２６３年前の４月に行われま
した。開眼供養の大尊師はインド・中国の僧だっ
たそうです。聖武天皇は、仏陀の国インド、そし
てそれを伝えてくれた中国の人にその座を譲ら
れたのです。何と清々しい態度でしょう。
さて、先週気にかかるニュースがありました。
安倍総理が、この夏発表する「戦後７０年談話」
に関して「有識者懇談会」なるものの設置を発表
されたことです。この有識者懇談会なるものは
「誰も明確な責任をとらない仕組み」ではない
でしょうか。安倍総理には是非、総理の責任で、

☆☆ 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
2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

62名
42名(53名)
25名
11名

総理の決断の下に、総理の思っておられる憂国
の思いを出して頂きたい。もし思いと違うもの
が米・中・韓の機嫌を伺うようなものがでてきた
ら、一層のこと談話など出さないで頂きたい。
どっちみちどんな談話を出しても、中国や韓国
は騒ぎ立てるのは判っていることですから。
この一週間で一番気にかかる話でした。皆様
は、いかが思われましたでしょうか。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「春のライラ（初級）」開催のご案内を本日お
配りしております。
②「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」
を本日お配りしております。次年度ロスター
の原稿になりますので必ずご確認をお願いい
たします。なお、ご訂正のない場合もOKとご記
入のうえ必ずご提出をお願いいたします。
③3月・4月の卓話予定表を本日お配りしており
ます。
④「例会場移転委員会」の出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。なお、3月5日の「例
会移転委員会」の会場は2Ｆ「ＨＩＮＯＫＩ」
に決まりましたのでご出席頂きます方々は宜
しくお願いいたします。
⑤№4・6・7テーブル情報集会ならびに№2・3テー
ブル情報集会の出欠のご返事を事務局まで願
いたします。
⑥下半期の会費のご請求をさせていただいてお
りますのでよろしくお願いいたします。
⑦本日「大阪天満宮観梅」が開催されます。ご参
加の方はよろしくお願いいたします。
⑧次々週例会終了後「第4回被選理事会」を開催
致します。本日ご案内させて頂いております
ので関係各位宜しくお願いいたします。
⑨本日例会終了後 3月度定例理事会を3Ｆ「アン
バー」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

2月26日の出席率
79.25％
４週間前（2月5日）の
メークアップを含む出席率 85.71％
メークアップ実施会員
5名（欠席者13名)
郡さんに、父子ともどもお世話になり、感謝。
福原 哲晃
佐伯様アヌークのお世話有難うございます 山本 喬一
アヌック楽しそうでよかったねー
徳岡 昭七郎
平成27年2月26日

合計金

36,000円

累計金 1,447,340円

☆☆ 先週（2 月 26 日）の卓話 ☆☆
「眼鏡の歴史―好きだモノ・・メガネ」
谷本圭二会員
戦後、メガネはファッションアイテムとして
欠かせないものとなり、映画や音楽界等世界の
スター達が個性的なメガネを掛けるようにな
る。とくにその時代の流行を作りだしたハロル
ド・ロイド、マリリン・モンロー、オードリー・
ヘップバーン、ジョニー・デップ等が紹介されて
いる。
特にジョン・レノンのメガネについてのエピ
ソードが詳しく報告されています。次いで世界
の三大生産地で日本の95％世界の20％を産出す
る福井・鯖江について、そのルーツと、一人の優
れた人物がいたこと。また当時、昭和天皇に献上
されたメガネも紹介。このほか日本のメガネの
歴史として大徳寺・大仙院に保管されている、現
存する最古のメガネ。家康公が使ったとされる
鼈甲製のメガネも取材されている。さらに世界
のメガネを求めて、イギリスのアンティークメ
ガネ博物館の珍しいもの。ドイツ・ツェレの修道
院で見つかった14世紀前半の世界最古のメガネ
とそのいきさつも紹介されている。
最後に未来型メガネとしてスマートフォンの
次世代の情報端末「スマートグラス」、目的地の
検索、ガイド、翻訳が可能な身に着けて携行でき
るメガネの開発が進んでいます。
－NHKの番組より－

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いします。
谷本 圭二
本日、観梅会宜しくお願い申し上げます。 石田 道夫
4月のゴルフ会よろしくお願いします。
中村 修
中川ＰＰ先週のテーブル集会、種々ありがとうございま
した。
川原 和彦
連続欠席お詫び
川原 和彦

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
かぼちゃのポタージュ
鮭と茸のパピヨット
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ
コーヒー

― ―観梅の会― ―
２月２６日厳しい寒さも和らぎ雨も止み梅も
満開に近い絶好の観梅日和に例年のように大阪
天満宮の「大盆梅、盆石展」の鑑賞ののち亀の池
のほとりの「星合茶寮」にて開催されました。
今年も寺井会員と末澤会員のご好意による和
田八の天ぷら天満宮のおでんやぜんざいとお酒
を美味しくいただきました。青少年交換学生の
アヌークさんも参加し、会員との交流を深め、日
本の文化に触れ、楽しい夕べを過ごしました。お
世話いただいた川本会員と中川会員に感謝申し
上げます。また、長年お世話いただきました川本
会員に変わり衣斐会員が次年度よりお世話役に
なられました。

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

☆☆ローターアクトとは☆☆
ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）とは、18～30歳（厳密には、30歳になった後の6月30日ま
で）の若年成人を対象に、奉仕を志向する市民と指導者を育成するため、ロータリークラブ
（ＲＣ）が提唱する世界的な団体です。地域社会を基盤とするＲＡＣと、大学を基盤とするＲ
ＡＣの2種類のＲＡＣがあり、1クラブは、少なくとも15人の創立会員でスタートすることが望
まれています。「ローターアクト（ＲＡ）」の名称は、「ロータリー」（Rotary）と「行動」
（Action）からきています。

ローターアクトクラブの誕生
1960年代に入って、世界中の青少年が、共に活動できるような組織をつくろう、という機運
が高まりました。1962年、国際ロータリー（ＲＩ）理事会により、まずインターアクトプログ
ラムが宣言され、インターアクトクラブ（Interact Club、ＩＡＣ）が次々と世界各地に創立し
ていきます。しかし、インターアクターは14～18歳の高校生の年代が対象で、卒業と同時に会
員資格が失効。これを継続するものとして、1968年1月に、当時のルーサー Ｈ.ホッジスＲＩ会
長により、「ローターアクト構想」が打ち出されたのでした。
1968年、ＲＩ理事会は、初めてＲＡＣの発足を認証。世界最初のＲＡＣは、アメリカ・ノー
スカロライナ州ノースシャーロットＲＣの提唱により、1968年3月13日に結成された、ノース
シャーロットＲＡＣです。

日本最初のローターアクトクラブ
日本最初のＲＡＣは、ノースシャーロットＲＡＣと同じ1968年に創立した埼玉県の国際商科
大学ＲＡＣ（現川越ＲＡＣ）です。当時の第357地区（埼玉県・千葉県 現在は第2570地区・埼
玉県）の川越ＲＣの提唱で、6月1日に発足。創立会員12人、例会日は、毎週金曜日でスタート
しました。

ローターアクトの目的
若い男女が、個々の能力の開発に当たって役立つ知識や技術を高め、それぞれの地域社会に
おける物質的あるいは社会的なニーズと取り組み、「親睦と奉仕活動を通じて」全世界の人々
の間に、よりよい信頼関係を推進するための機会を、提供することにあるとされています。
この「親睦と奉仕活動を通じて」は、ローターアクターの標語であり「奉仕を通じての親睦
（Fellowship Through Service）」として採択されていますし、ＲＡのプログラムは、この標
語を中心として展開されます。

ローターアクトの目標
1 専門技術、指導能力を開発すること。
2 個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利 を尊重する観念を養うこと。
3 すべての有用な職業は、社会に奉仕する機会である として、その品位と価値を認識するこ
と。
4 指導者としての資質という面でも、職業上の責務を 遂行するという面でも、道徳的基準が
大切であること を認識し、実践、推進すること。
5 地域社会と世界各地のニーズ、問題、機会に対する 知識と理解を深めること。
6 地域社会に奉仕し、国際理解と全人類に対する善意 を推進するために、個人として、また
団体として、活動する機会を提供すること。
つまり、こうした目標をもって、ローターアクターは3つの開発――専門知識、指導力、奉仕
プロジェクト、に努めるプログラムを編成するのです。

