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本日の例会（第2654回） 「孔雀の間」

・Rotary Song
・会長の時間
・8月度お誕生祝

「国歌｣「我等の生業」

行友正裕会員(19日)

今城 賢会員(16日)

・今月の配偶者の誕生祝
川合雄治会員ご夫人

・第5回理事会

◇来客挨拶
新大阪RC会長久富会長様、
田中幹事様がビジターとして
例会に出席頂きご挨拶頂きま
した。

◇会長の時間

(福井会長)

哲学という言葉は明治初年の段階で西周（にしあまね）に
よって英語の〈ﾌｨﾛｿﾌｨｰphilosophy〉の訳語として作られた。

(例会終了後「孔雀の間」)

〈ﾌｨﾛｿﾌｨｰ〉は、ギリシア語の〈フィロソフィアphilosophia〉に由
来し、〈知恵(ｿﾌｨｱSophia)を愛する(フィレインphilein)〉という

前回（7月31日）例会記録「孔雀の間」

・司 会
・Rotary Song
Song Leader

・来客紹介

（小田 S.A.A）
｢今日も楽し｣
（平田唱歌副委員長）

（西﨑友好委員）

国内visitor ３名

国内guest ２名

(例会終了後)

・3クラブ合同例会(ガバナー公式訪問)8/28㈮開催の打合せ
大阪淀川RC、大阪東淀ちゃやまちRC、新大阪RC各クラブ代表者

・ 出席報告

（西川会員）

出席会員数 18名
欠席会員数
9名
出席免除会員数 9名
会員総数
27名
7月17日出席率(M.U.含む)
88.88％
M.U.のなかった欠席者
3名
M.U.された方 平田会員、村岸会員、西川会員、小田会員

薬物乱用防止啓発について
大阪府健康医療部薬務課麻薬劇毒物グループ
総括主査 栗原 陽子 氏

意味の言葉で古希（philosophia、ﾋﾟﾛｿﾋﾟｱｰ､ﾌｨﾛｿﾌｨｱ）という
語は、愛智という意味です。ギリシア語において愛しいの派
生語 (愛する) と (知恵、知、智） が結び合わさったものであ
るので、元来「philosophia」は「知を愛する」「智を愛する」とい
う意味が込められている。20世紀の神学者ジャン・ルクレール
によれば、古代ギリシアにおいてフィロソフィアとは認識の為
の理論や方法ではなくむしろ知恵・理性に従う生き方を指し
て使われ、中世の修道院でもこの用法が存続したとされる。
一方、中世初期のセビリャのイシドールスはその百科事典的
な著作『語源誌』(羅: Etymologiae)において、哲学とは「よく
生きようとする努力と結合した人間的、神的事柄に関する認
識であると述べている。この語はヘラクレイトスやヘロドトスに
よって、形容詞や動詞の形でいくらか使われていたが、名称
として確立したのはソクラテスやプラトンが用いるようになって
からとされている。－終-

次週の例会（8/14）はお盆休会です。
次回例会は8月21日です。
8/21例会卓話「CLUB FORUM」
担当 国際奉仕委員会

◇委員会報告
幹事報告

◇新入会員紹介 心より歓迎致します。
里見 英子 （そとみ えいこ）君

（海家幹事）

・本日例会終了後、8/28㈮開催のガバナー公式訪問・3クラブ
合同例会について大阪東淀ちゃやまちRC、新大阪RCの
夫々の担当者にお集まり頂き、打合せを致します。
・来週例会終了後、第５回理事会を開催致します。

◇ニコニコ箱の報告（山口S.A.A.）
※氏名の後の会員を省略致します。

福井宏有 夏バテに注意。熱中症は水分摂取を。
松井義明 2月は逃げると言いますが7月もあっという間に逃

【入会日】 2015年8月7日
【誕生日】 1953年1月2日
【職業分類】 内科医
【勤務先】 里見英子クリニック
【役 職】 院長
【連絡先】 533-0014 大阪市東淀川区豊新5-15-4 白山ビル
Tel 06-6328-3103 fax 06-6328-3105
【推薦者】 松井義明会員、白方誠彌会員
【趣味】 和太鼓

げてゆきます。Gone with the heat

津本清次 新名先生のレッスン久しぶりです。指導の程よろ
しくお願いします。

田窪 宏一 （たくぼ こういち）君
【入会日】 2015年8月7日

梶浦豊和 本日、所用により途中退席させて頂きます。

【誕生日】 1960年6月2日

村岸直子 祇園祭りもやっと終わりました。初期化された

【職業分類】 電力供給
【勤務先】 関西電力株式会社 大阪北支社

頭をもどします。

小田晃三 新大阪RCの久富様、田中様、富田様、ようこそ
お越しくださいました。

【役 職】 理事、大阪北支社長
【連絡先】 531-8588 大阪市北区本庄町3-9-3
Tel 06-6373-1541

本日の合計(ニコニコ)
累計（期初～H.27.7.31）

21,000円
155,000円

fax 06-6374-9600

【推薦者】 福井宏有会員、海家聖雄会員
【趣味】 山歩き

◇2015-2016年度ＩＭ第6組ロータリーデー開催のお知らせ
●毎年度、各組でホストクラブを持ち回って開催されているインターシティミーティングがロータリーデ―と名称を改められま

した。本年度のロータリーデーのホストクラブ大阪天満橋RCから下記の通り案内がありましたので報告致します。
また、8月21日㈮の当クラブ例会にホストクラブ大阪天満橋RCからインフォメーションに来訪されます。
大阪天満橋RCは
2015-2016年度IM
第6組ロータリーデーを
来る11月21日㈯
「グランフロント大阪
ｺﾝｸﾞﾚｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ」で開催を予定し
ております。本年度
のロータリーデーは
当クラブが20032004年度に当時の
IM第６組ｲﾝﾀｰｼﾃｨ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞのホストクラブとして、そのテーマを『拉致問題を学び、考える－ご家族の生の声を聞いて－』とさせて頂き、拉
致の実態について学んだことを受け、改めてテーマを『拉致問題から見える日本の姿』とさせていただきました。拉致問
題は、決して政治問題ではありません。根底にあるのは、数百人もの被害者そしてご家族の人権被害であり、私達国民
一人一人が、その被害に遭う可能性があったということです。そこで、過去も現在も拉致問題に本気で取り組んでおられ
る中山恭子参議院議員、西村眞悟前衆議院議員、荒木和博特定失踪者問題調査会代表をお招きし、産経新聞大阪
正論室長の河村直哉記者にもご参加頂き、拉致問題を通して、我が国日本の姿を直視する学びの場としたいと存じま
す。本ロータリーデーは、オープン参加となっていますので、是非ともロータリアンの皆様だけでなく、ご家族、ご友人を
誘っていただきたいと存じます。特に、ＲＡＣなど若い方には、拉致という言葉を知らない人もおられます。改めて拉致問

題という現実を学んでいただきたいと思います。

2015年7月31日例会卓話

Ｓｏｎｇ Ｌｅｓｓｏｎ
講師 新名 星子 氏
担当 プログラム・唱歌委員会

大阪淀川ロータリークラブの皆様、こんにちは。

人類初の月面着陸に成功し、日本をはじめ世界が沸きに

昨年、2014年9月12日来の「ソングレッスン」の機会が

沸いた年です。この歌に託された若者への思いも、多くの

又、到来しました。お食後の30分間、どうか、和やかなお

ロータリアンにとって一入だったことでしょう。

時間をご一緒できます様に…。

2曲目は「ロータリー讃歌」です。1951年に大林芳郎氏

さて本日の課題曲、第一曲目は「ローターアクトの歌」と

（大阪RC）作詞、津田宗三郎氏作曲のこの曲もだいぶん

させていただきます。前回のレッスンと同じですが、引き

以前のレッスンでとりあげました。それから、馴染みやすく

続く事により「R-O-T-A-R-Y」と同じく、貴クラブの「持ち

なりましたでしょうか? １曲目に相反して、ソングブックに

曲」として、昇格されることを願っております。

掲載されている大阪の方の手になるのは、この曲と、かの

前回は、大阪淀川RACとの合同例会直前に随分、詰め

朝比奈隆氏による作曲の「友愛の歯車」の2曲のみです。

込みレッスンをしてしまいましたが、今回はいよいよ「大阪

1951年（昭和26年）は第1回NHK紅白歌合戦がはじまり、

淀川RAC30周年記念式典」が11月3日に開催されるとの

力道山がプロレスデビューしました。又、日米平和・安全

事、心からお慶び申上げますと共に、若者たちと気持ち

保障条約が締結され、三原山が噴火、ルース台風で甚大

を一つに声高らかに唱和されますように。

な被害を受けるなど、混沌とした社会情勢が現在と直結し

「ローターアクトの歌」は、1969年に東京ロータリークラブ

ているように思われます。

の矢野一郎氏が作詞そして作曲もされました。実業家で

歌詞一番の一行目「奉仕の精神…」は「奉仕のこころ…」、

ある矢野氏のロータリーソングへの貢献度はとても高く、ソ

歌詞2番の一行目「理想の表徴…」は「理想のしるし…」

ングブック（平成10年度版）の23曲中、実に6曲も創られて

（CDでは、ヒョウチョウと発音していますが）、二行目「融和

います。（手に手つないで1951、それでこそロータリー1953、

と親善…」は「ゆうわとむつみ…」と発音していただきます

ロータリーのおじさん1960、笑って笑ってロータリアン〈輪唱〉

ようお願いいたします。

1963、歓迎の歌1969、ローターアクトの歌1969）

どういう訳か「ロータリーロータリー…」と復唱されるべき個

彼にとって、音楽は全くのご趣味、著名な音楽家に師事

所が、印刷では割愛されていて音楽の流れが乱れがちで

されていたとはいえ、超激務の合間に作詞作曲は、全て

すが、ポイントを押さえておきましょう。

飛行機の中だったとか…。この曲のピアノ伴奏編曲は、

いかがでしたか？それぞれの歌い方のコツは、当日のお

「ラジオ体操第一」の作曲で有名な、こちらはプロの服部

楽しみとさせていただく事にしまして…。「音楽」は、友達

正氏（東京銀座RC）です。この曲が生まれた1969年（昭

と思っていただけましたでしょうか？－終－

和44年）は、西名阪自動車道、東名高速道路が全通し、

◇CLUB通信
★ 昨年度（2014-15年度）各委員会活動報告書提出のお願い
昨年度各委員会活動報告書の提出期限は2015年7月
24日㈮でしたが、未提出の場合は至急、事務局までご提出
くださいますようお願い致します。
★ 2015年8月21日第一回淀マン会開催
時間:18時～20時30分 会費:10,000円(当日ご持参ください)
場所:イタリアンレストラン「La Cuccagna ラ クッカーニャ」
申込期日は本日(8/7㈮)です。

★ ガバナー公式訪問 2015年8月28日㈮12時30分～
3クラブ合同例会(大阪淀川RC、大阪東淀ちゃやまちRC、新大阪RC)
★第1回友好ゴルフ開催 2015年9月20日㈰7時25分ｽﾀｰﾄ
場所:瀬田ゴルフクラブ 北コース
競技:18ﾎｰﾙダブルペリア方式
会費:10,000円(ﾌﾟﾚｰﾌｨ―は各自でご精算下さい。)
申込期日:2015年8月28日㈮
★ 国際Rotary為替rate2015年8月 ＄1 =124円

◇2015-2016 年度「少年少女ニコニコキャンプ」登録の御礼並びに無事終了のご報告
７月３１日から８月２日までの３日間、東大阪市立野外活動センター 自由の森なるかわにてガバナー主宰の「2015－2016
年度 少年少女ニコニコキャンプ」が東大阪ロータリークラブ及び東大阪ローターアクトクラブのホストで「夏だ!!雲上キャンプで
思い出づくり『自由の森なるかわ』でみんな友だちになるかわ～」をテーマに開催されました。７月３１日（金）の13 時から瓢箪
山の”やまなみプラザ”において立野 純三 ガバナー主宰で開講式が執り行われ、竹中 照次 実行委員長の開会宣言により
「ニコニコキャンプ」がスタートしました。開講式には児童７３名とそのご父兄多数、ＲＡＣ２４名、ロータリアン７６名、看護師他
２００名以上が出席し、開講式終了後の１４時から児童７３名を含む総勢107名が10班に分かれ、一路キャンプ地を目指し
てハイキングに出発しました。８月２日㈰には無事閉講式を迎えることが出来ました。閉講式においては、松本 進也ガバナー
エレクトより参加児童全員に修了証が授与され竹中 照次 実行委員長の閉会宣言にて無事ﾆｺﾆｺｷｬﾝﾌﾟが終了しました。
暑さにもめげず登山中の児童。
先頭班 15:43
着 最終班 16:28
着

物づくり体験中の児童

山頂のキャンプ場で炊飯中の風景

下山の集合写真

本日のロータリーソング

「我等の生業」

なりわい

㈠ 我等の生業 さまざまなれど

つど

集いて図る心は一つ

やわらぎ む つ び

求るところは平和親睦

つと

力むるところは向上奉仕

おゝロータリアン

我等の集い

つど

㈡ 奉仕に集える我等は望む

このみ

あ

正しき道に果 をとるを

こぞ

あらそい い

人の世挙りて光を浴みつ

あわ

力を協せて 争 忌むを

おゝロータリアン

我等の集い

８月は会員増強・拡大月間

