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次回の卓話

2010年1月20日（水）

「ちょっと ほっこり」

伊丹 克介会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「富士山」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「ロータリー理解推進と私」

室田 光重会員

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト

真実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか



2010年1月6日 第2723回

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間「年頭所感」

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「新春邦楽」

民の謡 鈴原 美鶴様

南部 香織様

岡本桂四郎会長

●まず、年末に村上ガバナーよりお手紙が届いて

おりますので、ご披露させていただきます。

「いよいよ年の瀬も押し迫り気ぜわしい日々です。

貴クラブ訪問の際にはたいへんお世話になりまし

た。また、当日の写真を送付いただきありがとう

ございました。12月24日、無事全ての公式訪問を

終えることができました。皆様方の御尽力のお陰

と感謝しています。新年に入ると、地区大会や世

界大会等の大きな行事が目白押しです。全力をあ

げて頑張りますので、引き続きご協力お願いしま

す。末筆ですが、会員の皆さま方によろしくお伝

え下さい。」

●年頭にあたり、「運」について話をしたいと思い

ます。「運」という字は「運ぶ」であります。

まさに「運」はじっとしていては何も起こりませ

ん。活動してはじめて「運」は起こります。また、

目に見えない価値をしっかり見て活動することが

「超我の奉仕」につながり、まさに23-34の哲学につ

ながるのではと考えます。

昨今は見えるものに、特に学校では偏差値、卒

業すると無駄の無い結果が追い求められているよ

うに思います。その過程である感性、感動が見失

われているのは淋しいことです。

今年はトラトラトラトラとしとしとしとしですので「幸運」をトラえて福を

皆様と共有していきたいと思います。今期のテー

マであります「活き生きロータリー」で今年も

よろしくお願いいたします。

櫻井新嗣幹事

民の謡「なよたけの会」

鈴原 美鶴様（右）

南部 香織様（左）

米山奨学生

朴 燦浩様

会員数４１名 出席義務会員数３６名

１月 ６日 出席会員31名 86.11％

09.12月9日 MUを加えて 89.19％



新世代・人間尊重委員会

山形直道委員長

第29回ライラセミナー開催のご連絡です。

3/20（土）・3/21（日）・3/22（月）の3日間、

青少年指導者養成プログラムを開催いたします。

今回は新世代・人間尊重委員会の交流会も兼ねており

ますが、皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

●才門三郎名誉会員

明けましておめでとうございます。平成22年が皆

様にとって素晴らしい年でありますことを、ご祈

念いたしております。

●例会臨時変更・休会のお知らせ

阪南RC

詳細につきましては、事務局宛お問合わせ下さい。

●馬山RC会長より年賀状およびお礼状、新年のご挨

拶のお手紙が届いております。

「新年あけましておめでとうございます。

この新しい年が貴クラブにとってさらに良い年で

あります様、会員皆様のご健康とご清福をお祈り

いたします。そして、今回ご訪問の際はお心のこ

もったもてなしをいただきまして、厚くお礼申し

上げます。」

●国際ロータリー第2640地区より「09-10年度地

区大会のご案内」及び「09-10年度地区大会記

念ゴルフ大会」の連絡が届いております。

詳細につきましては事務局宛ご連絡願います。

●本日例会終了後に、09-10年度理事会を開催させ

ていただきます。理事・役員の方々は例会終了

後、事務局宛お集まりいただきます様よろしく

お願いいたします。

●広報委員会 横谷委員長

今回「ロータリーの友」及び地区からきており

ます「ロータリーの友地区だより１月号」読み

どころのご紹介です。縦組に私どもの地区の

ロータリークラブの取組が掲載されております

ので、是非共ご一読頂きます様よろしくお願い

致します。

●烏野賢一名誉会員

・亡き妻へのご供物ありがとうございます。

・ロータリー４つのテスト実践活動を期待いたし

ます。

●岡本桂四郎会長

新しい年を皆様と共に迎えられて喜んでおります。

●櫻井新嗣幹事

あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いいたします。

●雪本栄会員

昨年は皆様のおかげで無事SAAを務めさせていた

だくことができました。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。

●大賀祐造会員

今年もよろしくお願いします。

●西秦好郭会員

妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございま

した。

●櫻井昇会員

初例会早々バッヂを忘れました。悪友から指摘

されました。

●久松正典会員

あけましておめでとうございます。皆様の益々の

ご健康をお祈り申し上げます。個人的には本年7

月まで充分力を蓄えていただきたく存じます。

●浦川信司会員

あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いいたします。

本日は「新春邦楽」ということで、「民の謡・な

よたけの会」から鈴原美鶴様・南部香織様にお越し

頂いております。それではよろしくお願い致します。

民の謡「なよたけの会」

鈴原美鶴様

民の謡「なよたけの会」

南部香織様
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（鈴原美鶴様より一言）

皆様、明けましておめでとうございます。本日は

お招きいただきましてありがとうございます。「民

の謡・なよたけの会」でございます。「民の謡」に

ついてご存知いただいている方もいらっしゃると思

いますが、数年前に私どもの師匠の森田 玲（あき

ら）がこちらの例会で演奏をさせていただきました。

私達は森田の弟子であります。

「なよたけ」とは、私達が演奏しております篠笛

の原料が「篠竹」あるいは「女竹（細くてしなやか

な竹）」というのですが、その別名です。日本で最

も古い物語である「竹取物語」はご存知のことと思

われますが、竹から生まれた小さなお姫様のことを

「なよたけのかぐや姫」と呼ばれており、平安時代

からのこのフレーズを会の名前としております。

お聴きいただきました一曲目につきましては、お

正月にふさわしく「獅子舞」の曲でございます。続

きましては日本古来の琴の曲として有名な「さくら

」を二重奏で、そして続いて童謡「あんたがたどこ

さ」をお聴き下さい。

（「さくら」「あんたがたどこさ」演奏）

今「あんたがたどこさ」という曲をお聞きいただ

いたのですが、これは岸和田だんじり祭のお囃子と

同じ音・同じ指を使って演奏します。私たちは笛の

演奏で全国を訪れますが、岸和田から来たことを言

うと「地車が電柱に衝突する」等の印象が強いとよ

く言われますが、岸和田だんじり祭は「独奏」ある

いは「二重奏」でお囃子を奏でるという全国的に見

ても希少で、素晴らしい文化という側面を持ち合わ

せております（他の祭りは同じ曲を複数の笛で奏で

ることがほとんど）。

だんじりお囃子演奏

（梶野和一郎会員が太鼓を担当）

それでは最後となりましたが、師匠の作曲した曲

でお別れさせていただきます。本日はどうもありが

とうございました。

近隣クラブ卓話ご紹介
岸和田東ＲＣ １月２２日（金）「商売始めて10年目。節目を迎えて」嶼 光子会員
岸和田北ＲＣ １月１９日（火）「未定」岸和田市立桜台中学校 山崎尚紀教諭
岸和田南ＲＣ １月２１日→１６日（土）「新年例会」

JANUARY ～ FEBRUARY ２０１０ １月 ロータリー理解推進月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ4地区

合同情報交換

交流会

成人の日
例会「ﾛｰﾀﾘｰ理解

推進と私」室田光重
会員

RAC新年会

於.永楽

午後7時30分～

例会

「ちょっと ほっこり」
伊丹克介会員

RAC例会

岡本年度4ＲＣ

会長幹事会

例会

「夜と霧の本を読ん
で」加藤二朗会員

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区連
絡協議会 RAC例会

例会

担当能勢貴夫会員
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