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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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ロ ータ リ財 団月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

次週（１１月１１日）のお知らせ
１）例

（2548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 話
４）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話
「グローバル補助金
７重点分野における人道的国際奉仕活動」
地区ロータリー財団委員会
補助金小委員会 委員長 新堂 博 様
国際奉仕委員会
５）記念写真撮影

☆☆ １１月度のお誕生日 ☆☆
14日 勝見 茂

17日 川原 和彦
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

コロナ禍も少し落ち着き、失われた時間を取
り戻すよう旅に出かけたく、紅葉も色づく前の
空いているうちに京都に出かけようと思いたち
ました。嵯峨嵐山から旧山陰線を亀岡方面へト
ロッコ列車で向かいます。まるで鬼滅の刃の時
代にタイムスリップした様な鉄道で風情ある渓
谷をのんびりと30分かけて進みます。
新線はトン
ネル一直線で早いのですが、ゆっくりと進むの
も新めて良いですね。その後、嵐山まで保津川下
り、乗船時間はこの時期の水流で2時間弱。少し
肌寒く、皆様には暖かめの装いでお出かけされ
ることお勧め致します。14時過ぎの乗船で16時過
ぎに嵐山まで帰り、その後、暖簾を潜ると昭和初
期の街屋のようなお店で旧交を温めるよう杯を
重ねます。
それが昨日より緊急事態宣言も解け20
時をすぎてもまだ注文できたので大変嬉しく思
いました。翌日は京都御所を散歩、禁門の変の大
火でこじあけられた西の御門に想いを馳せれば
昨日の焼きハマグリを想いだしました。と、まる
で修学旅行のような1泊2日の旅でした。

（2549回）
我等の生業
創立54周年記念卓話
「創立54周年に因んで」
川原 和彦会員

本日例会前に指名委員会が開催されました。
クラブ細則第1条第1節（2）に基づき、2022-23年
度の理事・役員9名の候補者の指名が行われまし
た。各候補者について報告させて頂きます。
次々年度会長 箕村 保、次年度副会長 中島
清治、次年度幹事 仲西良浩、次年度会計 柳澤
興平、理事 中村 修、望田謙三、坂口雅俊、吉
村圭太、寺杣晃一 以上各会員です。
なお11/11日(木)例会前までの間、自薦、他薦の
受け付けを致します。本年度のクラブ年次総会
(次年度理事・役員選挙)11/25(木)の例会後に開
催致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①11・12月卓話予定者表をお届けしております。
担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者
を事務局までご連絡お願いいたします。
②秋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。
③「ロータリー国際大会及び陽明RC４5周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
④国際ロータリー第2660地区ロータリー学友会
秋のイベントのご案内が届いております。詳
細につきましては、掲示板をご覧下さい。

☆☆ 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
会員欠席

43名
31名(40名)
18名
9名

⑤本日例会終了後「11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。
⑥次週11月4日例会終了後に記念写真撮影を行
いますので宜しくお願いいたします。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の白川様のレビューをお楽しみ下さい。
髙田 肇
白川亜樹さんよろしくお願いします。私は親父
の代から宝塚のファンです。
南川 和茂
髙田会員の卓話、宝塚レビューを楽しませて頂
きます。
中川 政照
週末のライラよろしくお願いします。
摂津ロータリークラブ 望田 成彦
オリックス２５年振りの優勝おめでとう
南川 和茂
令和3年10月28日
合計金
19,000円
累計金
667,000円

☆☆ 先週（10 月 28 日）の卓話 ☆☆
「レビュージャパネスク浪漫
『炎樹』（えんじゅ）」
元宝塚歌劇団 白川 亜樹 様
髙田 肇 会員紹介
私達の日舞パフォーマンス集団、レビュー
ジャパネスク浪漫「炎樹」は、19年前に、日舞
の好きな元宝塚の四人で結成しました。
日舞や着付けを通じて和の文化の大切さを
もっと広めたいと何か斬新な日本舞踊をと考え
ました。たまたま、私の師匠である藤尾薫氏
が、古典はもちろんですが、ラテンなどの洋楽
で、日本舞踊の会をしており、この話をしたと
ころ、それならと全面協力して、当初は、振り
付けなどもしてくれてました。
手探りで始めたのですが、洋楽で踊る日本舞
踊は、宝塚が、始まりでした。あの大きな劇場
では、大きな華やかな音楽が必要です。そこ
が、私達の原点です。
当初の目的、元タカラジェンヌのOGショーで
はなく、新しい日舞のショーをお見せしたい。
宝塚出身は、看板でもありますが、宝塚の曲で
踊るレビューを見せるのではなく、老若男女、
また、日舞の苦手な方、そして海外のお客様に
も楽しんでいただける新しい日舞と歌のレ
ビューを作りました。演歌などでも歌い踊りま
すが、そこは、新舞踊ではなく、芝居要素を取
り入れたり、お客様が、理解できて、喜んでい
ただけるものに作り上げています。もちろん、

）内は会員総数を基準とした値

10月28日の出席率
77.50％
４週間前（10月7日）の
出席率 80.00％
0名（欠席者8名)
先方の都合でどうしてもと言われたら、宝塚の
曲も使いますが、基本宝塚レビューは、宝塚歌
劇団のものです。OGショーは、ノスタルジック
なものは別として、どこかしら、いつまでも宝
塚にしがみついてお金をいただくのは、間違っ
ているかなと、思っています（と言うと、やっ
ておられる方に、語弊がありますが）ただ、ど
んなに頑張っても、あの若さと人数には、負け
ますし、お客様にこれが、宝塚です。と思わせ
たくないのが、私達の気持ちです。
私達炎樹は、宝塚歌劇団出身を誇りに、そし
て、退団してからの色んな人生を経て得た物全
てを武器に、新しい日舞のレビューパフォーマ
ンスで、お客様に、日舞の楽しさを理解してい
ただきたい。
こんな時代です。笑いも感動も忘れかけてい
る皆様に、楽しく華やかなステージをお送りし
たいというのが、炎樹のコンセプトです。
古典の日舞も素晴らしいですが、日本だけで
はなく、海外の皆様にも、お馴染みの曲で、華
やかに楽しく踊る日本舞踊を発信したいと思っ
ております。
（ちなみに、すみれの花咲く頃は、私達宝塚
出身者には、心の故郷の歌でもありますので、
歌って踊っております。）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１１月第１例会のお知らせ
日 時：１１月９日（火）19:30～21:00
内 容：「カンボジアでの支援活動
〜サンタピアップ
古川様によるご講話〜」
場 所：中之島ソーシャルイートアウェイク
（中之島中央公会堂Ｂ1）予定
Zoom（リアルとZoom同時開催）
登録料： RC 3,000円（Zoom 1,000円)
登録先：幹事 藤戸 凌 tenmabashi@2660rac.org
登録締切：11月5日（金）Zoom：11月8日（月）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
紅葉鯛皮霜造り 甘海老
大根 大葉 山葵 紅立 菊花
豚ばら肉塩麹蒸し 法蓮草 豆腐 茄子 人参
占地茸 青葱 大根卸し レモン ポン酢餡掛け
ヨーグルトとフルーツの取り合わせ
コーヒー又は、紅茶

