船渡御を精巧に再現したジオラマ模型がありま
す。カンカン帽に洋服を着た船上の人々、蒸気
船、そして川べりに建つ近代建築に時代の雰囲
気があふれています。
◆朝ドラ「ごちそうさん」の舞台
今昔館が開館して約10年が過ぎた2012年の秋、
NHKの岡本幸江制作統括から、
「ごちそうさん」と
いう朝ドラの担当になったので相談したいとい
う電話が入りました。そして、東京から大阪に嫁
にきて、天満に住み、夫が大阪市役所に勤め、御
堂筋の地下鉄を造るというストーリーが徐々に
出来上がっていきました。私は、台本を見なが
ら、当時の風景や風俗の時代考証を担当しまし
た。翌年の2月、主人公の「め以子」役の杏さん
が今昔館にやって来て、展示を見て、役作りの取
材をしていきました。江戸時代の風呂屋の「柘榴
口」を知っていたのには驚かされました。彼女は
有名な「歴女」だったのです。ドラマは2013年秋
から翌年3月まで放映され、夫の「西門悠太郎」
役の東出さんも今昔館を見学に来ました。

襲の日に地下鉄が動いて、大勢の市民が避難で
きたという物語の展開があります。この「ごちそ
うさん」の時代、すなわち「大大阪時代」の建築
と都市計画、そして描かれた近代都市の姿を展
示したものが、「大大阪モダニズム」展です。日
本画家の池田遥邨や洋画家の小出楢重などの作
品から、大大阪時代の魅力を読み解きます。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第２例会のお知らせ
日 時：８月２１日（水）19:30～21:00
内 容：「東ゾーン代理の卓話」
（担当：専門能力開発委員会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：８月１９日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

◆「ごちそうさん」と「大大阪モダニズム」展
「ごちそうさん」の大テーマは、
「食と命」
「食
と愛」で、食いしん坊の東京娘（め以子）が、食
い倒れの町・大阪の西門悠太郎に嫁いで、料理と
夫に愛情を注ぐことで、力強い母に成長してい
くという物語です。このドラマの隠されたテー
マは、大大阪の建設にかかわった市役所の建築
家という設定です。木造校舎を設計していた悠
太郎が、関東大震災の被害状況を見て、火災に強
い建築に目覚め、さらに關一市長の下で、地下鉄
御堂筋線の開通に尽力します。そして、大阪大空

ラズベリーヴィネガー風味の帆立貝とシュリンプ、
甲殻類風味のコンソメジェリーと
メロンガスパッチョと共に
牛フィレ肉のグリル、夏野菜のスティーム添え、
エクストラバージンオリーブ油と
バルサミコ酢エッセンス
ビーツのベイクドケーキとフロマージュ
ブランのムース、ラズベリーのソース
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター
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会員増強・新クラブ結成推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2480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 話 「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー
四宮 孝郎 様
５）ガバナー公式訪問懇談会

☆☆ 四宮

次週（８月８日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2481回）
友と呼べるのは
会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
「会員増強について」
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
委員長
藤井 眞澄 様
会員強化組織委員会

孝郎ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

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

ロータリー

我等のロータリー

国際ロータリー第2660地区
しのみや

たかお

四宮

孝郎

ガバナー

プロフィール
【生年月日】１９５４年１２月９日
【職
業】辰巳興業株式会社
代表取締役社長
【職業分類】 不動産業
【経歴】
1977年 神戸大学法学部 卒業
長瀬産業株式会社 入社
1982年 辰巳興業株式会社 入社
1991年 辰巳興業株式会社
代表取締役社長就任

【ロータリー歴】
大阪西南RC入会：1993年4月7日
1998-99年度
幹事
1999-00年度
会計
2006-07年度
友好担当理事
2011-12年度
会長
2012-13年度
直前会長
2016-17年度
財団担当理事
【第2660地区】
2005-06年度 地区幹事
2009-10年度 地区代表幹事
2012-13年度 ロータリー財団ＦＶＰ副委員長
2013-14年度 ロータリー財団地区補助金・
グローバル補助金担当グループリーダー
2014-15年度 ロータリー財団補助金小委員会 委員長
2015-16年度 ロータリー財団資金推進小委員会 委員長
2016-17年度 ロータリー財団ポリオプラス小委員会
委員長
【その他】
ポール・ハリス・ソサエティ
ベネファクター
メジャードナー
米山功労者 （メジャードナー）

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
48名
会員出席
35名(43名)
出席規定適用免除 18名
会員欠席
8名

＊＊ガバナー公式訪問を迎えて＊＊
会長 中村 修
四宮孝郎ガバナーにはご多忙のところ、本日
当クラブに公式訪問頂き感謝申し上げますと共
に、地区大会実行副委員長上田直樹様、地区幹事
成田博美様両名もご同行いただきありがとうご
ざいます。当クラブ会員一同より歓迎申し上げ
ます。
7月18日に北村ガバナー補佐と共に大蔭ガバ
ナー補佐エレクトにお越しいただき、懇親会に
引き続きクラブ協議会にも出席賜りました。当
方、理事役員に貴重なご意見、ご助言を頂きあり
がとうございました。
今年度、マローニーRI会長のテーマは「ロータ
リーは世界をつなぐ」であります。ロータリーの
礎は「つながり」です。それは見知らぬ街でのほ
かの人たちと「つながる」ことでした。
ロータリーがなければ出会うことがなかった
人びと、共通の考えを持った人びと、私たちの支
援を必要とする人びととつながり、世界中の地
域社会で人生を変えるような活動を行うことを
可能にしています。
四宮ガバナーはRI会長テーマ
に基ずき次の目標を掲げました。
１クラブビジョンの策定
２会員基盤の強化を図る
３ポリオ根絶への協力
４ロータリー財団への寄付増進
５米山記念奨学会への寄付増進
６公共イメージの向上を図る。
2019-20年度地区スローガン“Stand By You”
～あなたと共に～を掲げました。
①常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕
活動を
②新会員と共にです。
四宮ガバナーはクラブビジョンを策定する事
が重要だと仰っておられます。四宮ガバナーよ
り忌憚のないご助言、ご指導をお願い申し上げ
ます。本日ご多忙の中でのご来訪に深謝申し上
げます。四宮ガバナーの益々のご健勝ご活躍を
祈念いたします。

）内は会員総数を基準とした値

7月25日の出席率
81.40％
４週間前（7月4日）の
メークアップを含む出席率 86.05％
メークアップ実施会員
2名（欠席者8名)

☆☆

8月度のお誕生日

7日 重里 國麿
24日 寺杣 晃一

☆☆

15日 寺井 種伯
28日 末澤 正大
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは、本日は天神祭り本宮でござ
います。一年でこの梅雨明けすぐの祭りが本当
の暑さの幕開けです。
21日の日曜日にローターアクト主催の献血事
業に参加してまいりました。天満橋ラックの担
当場所は大日駅前でした。僕と仲西会員と吉村
会員が参加し協力してきました。暑い中多くの
ラックの皆様、地元守口ロータリークラブの
方々にもご協力いただき有難うございました。
昨日はIM6組会長、幹事会「六輪会」が太閤園、
淀川亭にて開催されました。IM6組ロータリー
デーについて(ホストクラブ、大阪中之島RC)とフ
レシッシュロータリアン親睦交流会の今後の予
定などを話し合いました。
8時半に会合が終了し帰り道に天神祭りの賑
わいを見ようと桜ノ宮銀橋に到着、夜店が一杯、
若い人達に混じって天神橋まで30分歩きました。
ほとんどが20歳より若い10代と思える人達(夏休
みの中、高生)でした。皆さん開放感に浸ってい
ました、よく食べ、よくしゃべり、よく笑い、喧
騒の中に自分の中の若かりし頃の思いに浸り少
し少し感傷に浸りました、事故の無いように
帰ってと心配する親心。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

8 月度理事会決定事項

☆☆

・8月22日の例会はイブニング例会として18時か
ら開催します。
・タイ国に浄水装置設置することについて地区補
助金を申請します。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話谷直樹様を宜しくお願い致します。
西浦 司
本日卓話、大阪くらしの今昔館館長谷直樹様、
よろしくお願いいたします。
中村 修
西浦会員、本日の卓話頑張って下さい。
石田 道夫
長期の欠席をおわびして「ごめんなさい」
西井 幾雄
先週のクラブ協議会、ケイタイがうるさく申し
訳ありませんでした。
木川 武利
令和元年7月25日

合計金

19,000円

累計金

297,000円

☆☆ 先週（7 月 25 日）の卓話 ☆☆
「天神祭の今昔
ー大阪くらしの今昔館の展示の紹介ー」
大阪くらしの今昔館
館長 谷 直樹様
西浦 司会員紹介

☆☆

①次週8月1日は四宮ガバナーをお迎えしてのガ
バナー公式訪問です。多数の会員のご出席を
お願いいたします。なお、11：30から4Ｆ「銀河
の間」にてガバナー公式訪問懇談会が開催さ
れますので関係各位は11:15集合でお願いいた
します。
②№3・5・6テーブル情報集会並びにNO2・4テーブ
ル情報集会の出欠のご返事をお願い致します
③「2019-20年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
④本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

には、大坂の夏祭りが紹介されています。そこに
は、祭礼の地車が町木戸から町内に入り、見物人
が鈴なりになっている風景が描かれています。
町家を見ていただくと、道路に高張提灯を立て、
軒先に幔幕を張り、店の間の商品を片づけて、屏
風を立てまわし、正装して祭礼の山車を見物し
ている人々がいます。今日の京都祇園祭の屏風
飾りと同じ習慣があったことが分かります。今
昔館の9階展示室では、高張提灯と幔幕を出し、
薬屋の店先と座敷には屏風を飾っています。

◆天神祭と大阪くらしの今昔館と
今年も日本三大祭の一つ、天神祭が始まりま
した。7月24日は宵宮祭で鉾流神事が、25日は本宮
祭で陸渡御、船渡御が行われます。大阪くらしの
今昔館の常設展示室にも、江戸時代の天神祭を
実物大の町並みに再現した展示と、大正時代の
天神祭の船渡御を精密な模型で再現した展示が
あります。今日は、今はなくなってしまった天神
祭の風景を、今昔館の展示を紹介しながら、その
背景のお話しをします。
◆天神祭の日の町並み飾り－屏風飾りと造り物
今から230年前に刊行された『摂津名所図会』

もう一つ、大坂の祭りでは、「造り物」と呼ば
れる飾りがありました。これは奇抜な趣向で人
目を驚かせる飾りで、ある一つのジャンルの品
物だけを組み合わせ、しかも元の形をできるだ
け損なわないように組み上げて、まったく別の
ものに見立てる趣向です。今昔館では、嫁入り道
具一式の獅子や、化粧道具一式の鶏の親子や、帯
一式の宝船などを再現しており、大坂人らしい
洒落に富んだ飾りになっています。さらに天神
祭の御迎え人形を町の会所に飾っています。今
年は雀踊りの人形を飾りました。
◆大正時代の天神祭船渡御
8階の近代の展示室には、今から100年前、大正
10年（1921）に描かれた天神祭の絵巻物をもとに、
（第4面に続く）

