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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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母 子 の 健 康 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2424回）
我等の生業
平治

大矢 平治
寺井 種伯
末澤 正大

＊＊

２）ソング

背くらべ

話

「ロータリーと私」（その三）
坂本

一民

会員

４）5月度定例理事会

４月度の結婚記念日
中島 清治
勝見 茂

（2425回）

会員

４）第5回被選理事会

☆☆

会

３）卓

「私なりの絆」
大矢

次週（４月２６日）のお知らせ

☆☆

中村 健輔
井戸 幹雄

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、西浦司会員の紹介で細見美術
館上席研究員 岡野 智子様が「江戸琳派と大阪」
というテーマで卓話して頂きます。会員の皆様
には、よろしくご清聴下さい。SAAより既に発表さ
れておりますが、４月～６月迄のテーブル着席
の変更が実施されております。テーブルマス
ターも決まり、
４月５日(木)の例会より夫々の座
席に着席して頂いております。
そして、
川原SAAよ
り今年度最終の夫々のテーブル情報集会の日程
が発表されました。５月１０日(木)№③-⑤、
５月
１５日(火)№①-④-⑥、５月２４日(木)№②-⑦
で決定致しました。尚、時間及び場所等について
は、各テーブルマスターが協議の上、後日決定し
案内される予定です。会員の皆様には、今期最後
のテーブル情報集会です。親睦を兼ねての集会
ですので、積極的に参加されますようお願い申
し上げます。 当クラブの事務局員として、１６
年９ヶ月もの永きにわたり勤務され貢献してく
れました大保 政美さんが、３月末日を以って定
年退職されました。大保さんは、昨年の１２月７
日の当クラブの創立５０周年記念式典及び祝賀
会の1週間程前に突然の病に罹られ、一生懸命治
療とリハビリに努められましたが、彼女にとっ
て最後の集大成の仕事となる５０周年式典と祝

賀会に出席出来なかった事は、大変残念で、ご本
人もとても辛かっただろうと思います。歴代の
会長はじめ理事役員の皆さんも、大保さんをい
つも頼りにしていたこと、また色々な面で助け
て下さり、なくてはならない大切な存在の一人
でもありました。そんな中、大保さんの後任であ
る足立 愛子さんは、当クラブの事務局に勤務さ
れてまだ半年であるにもかかわらず、戸惑いや
不安もあったであろうと思いますが、大保さん
の代役として本当によく頑張ってくれました。
大保さんと同じ良い人が来て下さり、会員一同
大変嬉しく思っています。大保さんには、一日で
も早く完治され、今後の貴方の人生が幸福であ
りますように、当クラブ会員一同願っています。
本当に長い間ご苦労様でした。そして、本当にあ
りがとうございました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①№1・4・6テーブル情報集会のご案内を本日お
配りしております。
②次年度委員長におかれましては事業計画案
（計画書原稿）を事務局までご提出お願いし
ます。
③新年度ロスターの原稿、ご確認済みの方は事
務局までご提出お願いします。なお、ご訂正の
ない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出お願
いいたします。
④「春の家族会」の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑤「新入会員歓迎会」の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

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

54名
35名(48名)
18名
13名

⑥「My ROTARY」未登録の会員の方は登録にご協
力くださいますようお願いいたします。
⑦次週例会終了後「第5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。
⑧クラブ細則第14条に基づき細則の改正案を次
週例会終了後審議させて頂きます。ご出席よ
ろしくお願い致します。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

24年在籍表彰自祝
福原 哲晃
在籍24ヶ年自祝
在本 茂
24ヶ年在籍自祝
中川 政照
23ヶ年在籍表彰自祝
大矢 平治
在籍表彰自祝
髙田 肇
在籍表彰自祝 5年目をむかえます。宜しくお
願いします。
平尾 彰彦
2ヵ年在籍表彰
今井 浩
在籍1ヶ年自祝
吉村 圭太
本日の卓話者 細見美術館上席研究員
岡野 智子様よろしくお願い申し上げます
橋本 守之
岡野様、本日の卓話宜しくお願い致します。
寺杣 晃一
岡野智子先生の本日の卓話宜敷くお願いしま
す。
西浦 司
平成30年4月12日
合計金
44,000円
累計金 2,549,000円

☆☆ 先週（4 月 12 日）の卓話 ☆☆
「江戸琳派と大阪」
細見美術館 上席研究員 岡野 智子 様
西浦 司会員紹介
「江戸琳派」は江戸後期の江戸において、酒井
抱一（1761～1828）が琳派様式を再興し、終戦後
まで命脈を保った画派のことです。京都で宗達
や光琳によって確立された琳派ですが、400年近
いその流れの半分は実は江戸で育まれたもので
した。その江戸琳派と大阪の関わりを辿ってみ
たいと思います。はじめにご紹介しますのは、当
細見美術館の江戸琳派コレクションです。泉大
津を基盤に毛織物で財を成した細見家の二代
目、細見實(みのる)は父良(りょう)が王朝美術や
金工を好んだのに対し、江戸絵画、特に若冲や琳
派を愛し、とりわけ江戸琳派の蒐集に尽力して
江戸琳派では世界随一のコレクションを築きま
した。貝塚の廻船問屋・肥料商廣海(ひろみ)家の
調度にも江戸琳派の足跡が見出されます。大正9
年（1920）の三代惣太郎の金婚式に新調された膨
大な膳椀具一具「浪蒔絵膳椀具」には、抱一が光
琳画を集めて発行した版本『光琳百図』からデザ
インが選ばれています。また抱一の一番弟子鈴

）内は会員総数を基準とした値

4月12日の出席率
72.92％
４週間前（3月22日）の
メークアップを含む出席率 78.43％
メークアップ実施会員
1名（欠席者12名)
木其一(きいつ)（1796～1858）は、天保4年（1833）、
江戸から姫路に向かう西遊の旅の途中、大坂周
辺にも2ヵ月ばかり立ち寄り、豪商や蒐集家を訪
れて所蔵品を見たり、名所見物や天満祭も楽し
みました。江戸琳派の画家を支え、その作品を愛
蔵したのは江戸の大名家や豪商のみならず、大
阪商人でもあったこと、この機会に学ばせてい
ただきました。まことにありがとうございまし
た。

☆☆ 馮 茜さんが法学博士に！☆☆
2016 年 ～ 2017
年度米山奨学生
として、
当クラブ
がお世話した
「茜
ちゃん」
こと馮茜
さんが、4月5日の
例会に出席され、
この3月22日に、
大阪大学大学院
法学研究科博士課程（法学・政治学専攻）を無事
終了、法学博士号を取得されたと報告がありま
した。米山奨学生卒業後も、大学院の助教として
研究に勤しまれ、また、当クラブの50周年記念式
典や観梅の会にもご主人（錢平平さん）と仲良く
出席いただくなど、皆さんとの交流が続いてお
りましたが、博士号取得という志を見事に全う
され、法学者としての一歩を踏み出されました。
世話クラブとしてまことに誇らしく、皆様と共
に心から祝福したいと思います。これからも我
が「茜ちゃん」の活躍を、ロータリー家族として、
しっかりと見守っていきましょう。
（青少年奉仕委員会 委員長 福原 哲晃）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ポタージュ・パルマンティエ
ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレラ
チーズ添え、トマトデミグラスソース
チョコレートムース、ほうじ茶風味の
キャラメルソースとリンゴのコンポート
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

