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出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第 2211回 27名 14名 63.6％
出席義務免除

7名（出 2）

第 2209回 27名 16名 72.7％
補    填

2名

Rotary International

国際ロータリー会長

バリー・ラシン

2018‐19 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

言行はこれに照らしてから

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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八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：品川 芳洋

●幹   事：堀内 伸也

●会報委員長：高岡 正和

新しく生まれ変わろう

―クラブルネッサンス

第 2212 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢奉仕の理想」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 第 5回クラブフォーラム

       国際奉仕委員会部門

安田 信幸国際奉仕委員長

⑦ 閉会 点鐘

★例会前：次年度第 2回理事役員会合

＊2/16（土）地区ロータリー財団

地区補助金管理セミナー

於：大阪 YMCA 会館 2F  13：00～17：00

長尾会長エレクト・石川会長ノミニー

大橋次年度社会奉仕委員長 出席予定

＊2/21（木）～2/24（日）

ダウンタウンマニラＲＣ 40周年記念式典に

参加の為、フィリピンへ

堀内幹事・安田国際奉仕委員長・石川会員

鈴木会員・森下会員・山田会員・山本事務局員

参加予定

＊2/22（金）は定款による休会

第 2213 回例会 3月 1日（金）

＊例会前：3月度定例理事会

☆3月誕生月祝 奥田会員、池本夫人

☆3月結婚記念日祝

  池本会員、上山会員、大橋会員、木村会員

  松本会員

☆卓話「想い出」 奥田 長二会員

ニコニコ箱

●3月 9日（土）ＩＭ４組ロータリーデーに多数の会

員の皆様のご出席をお願いします。

大阪なにわＲＣ

会長 小池 廣子様

実行副委員長 田中 壽秋様



まず＜公現祭＞とお菓子Galette des Rois「ガ

レット・デ・ロワ」。

あまり聞きなれない祭ですがクリスマスや復活

祭（イースター）と並んでキリスト教の３大祝日

のひとつである＜公現祭＞があります。

異邦人である東方の三博士によって幼子イエス

が見いだされた（公に現れた）ことを記念し、救

いがユダヤ人の外に広がったことを祝うお祭り

で、一般的にはクリスマス（12月 25 日）から数

えて 12日目の 1月 6日があてられます。

フランスの家庭でこの日あるいは 1 月中、家族

や 友 人 た ち が 集 ま る 際 に パ イ 菓 子

“ Galette des Rois”を食べる習慣があります。

新年には欠かせないお菓子です。「ガレ

ット・デ・ロワ」のお楽しみは、このお

菓子に隠されている「フェーヴ」（ Fève）

と い う 小 さ い 陶 器 の 人 形 が 誰 に 当 た る

か、ということで、当たった人は、その

日、“王様”または“王妃様”になり、

王冠をかぶり、（シャンパンと共に）皆

から祝福されます。公現祭よりも Galette 

des Rois の名前で知られたお祭りです

次いで 2月 2日に

＜シャンドゥレール＞（Chandeleur 聖燭祭）が

あります。 聖母マリアのお清め儀式で人々がキ

ャンドル（Chandelle）を灯して見守ったことに

由来します。現在この日は、「クレープの日」と

してフランスでは家族や友人たちとクレープを

食べる慣わしがあります。

Chandeleur とは、「ろうそくの祭・光の祭」を意

味するラテン語から派生したもので、クレープの

形が太陽に似ている事に因んでいます。

光を祝うと共に豊作を祈り、長く暗い冬から暖か

い春の到来を願う行事でもありました。

この時期、＜カーニバル＞があります。元々キリ

スト教と深いかかわりのある春の祭事にもかか

●大阪なにわＲＣ 会長 小池様、実行副委員長 田

中様、ＩＭＲＤの成功を祈っています。

品川 芳洋会員

●大阪なにわＲＣ 小池 廣子会長、田中実行副委員

長、御来訪ありがとうございます。

池本会員の卓話楽しみです。  桑田 タア子会員

●①大阪なにわＲＣ 小池様、田中様、ようこそ。

②池本さん、卓話ご苦労様です。  鈴木 洋会員

●池本さん、卓話楽しみです。   大橋 秀造会員

●池本会員、卓話楽しみにしています。卓話途中で退

席しますが、ごめんなさい。

ＩＭＲＤホストクラブ 大阪なにわＲＣの小池様、

田中様、有難うございます。途中で退席しますが、

お許し下さい。         森下 慶治会員

●卓話準備不足で心配です。    池本 繁喜会員

●・池本さん、卓話楽しみです。

・浅井さん、ロータリーの友の紹介ご苦労様です。

・大阪なにわＲＣ 小池様、田中様、ご苦労様です。

奥田 長二会員

●今回合計 11,000円

●累計  485,000円

会長の時間

今、小売市場では正にチョコレートのオンパレー

ド！バレンタインデーを前にして明るい色合いで賑

わっています。

四季が豊かな日本の場合は、季節に合わせた祭事が

多く見られますが西欧においては、キリスト教や収

穫にあわせた祭事が目立ちます。

そのうち、クリスマスと復活祭（日本ではまだ馴染

んでいませんが）は休暇と併せてとても大切な節目

になっています。

これらクリスマスと復活祭の間にあるお祭りについ

てすこしご紹介します。



幹事報告

【配布物】

①週報

②ロータリー友誌

【連絡事項】

①来週 2/15（金）第 5回クラブフォーラム

  ※国際奉仕委員会部門

②来週 2/15（金）例会前 11：30～

  『第 2回次年度理事役員会合』

【回覧】

①ロータリー手帳申込書

②2021-22 地区ガバナー選出についての通知

わらず、日本では宗教色のない、○○カーニバル

といった商業・文化プロモーションとして季節に

関係なく使われていますが、キリスト教では、復

活祭から 46 日前の水曜日から復活祭までの間を

四旬節と称して宗教的意味を持つ期間がありま

す。キリストの受難にならってこの間、食事の節

制、祝宴の自粛など、祈り、断食、慈善を行うこ

ととされています。この四旬節という“禁欲”期

間に備えるために、開始前の 1週間をカーニバル

と称して飲めや歌えのお祭り騒ぎ？をする習い

となったようです。

今では、リオのカーニバル、ベネチアの仮装カー

ニバル等が有名です。

もうひとつ、＜バレンタインデー＞があります。

元々ローマ皇帝が兵士の戦意を高めるため男女

間の愛情を禁じたことに背いて婚姻の儀式を司

ったバレンタイン司祭を迫害したことで、世界各

地でカップルの愛の誓いの記念日になったもの

です。

欧米では男女双方から愛を表現する日となって

いますが、日本では商業的に女性から男性への愛

を表す日と仕立て上げられています。

「八尾東ＲＣ

  昭和・平成の

   私の思い出」

    池本 繁喜会員

私が八尾東ＲＣに入会させて頂いたのは、昭和 48

年 2 月 23 日のクラブ創立から４年半ほど経った昭

和 52年 9 月 1日。これが私の 40数年に及ぶロータ

リー人生の始まりでした。

入会当初の思い出は入会翌年に東京で行われたＲ

Ｉ第 69 回国際大会・東京大会に参加したことで、

そのスケールの大きさに圧倒されたことが懐かし

く思い出されます。

その次に思い出されるのは、ＲＩ国際大会と同じ年

の昭和 53年に発足したローターアクトクラブです。

何故かと言えば私の娘 3人がお世話になり当時の仲

間との交流が今も続いていると耳にするたびに、ロ

ーターアクトクラブは消滅したが娘たちの人生に

おいては、かけがえの無い貴重な経験を積ませて頂

いたと当時の娘たちの姿が懐かしく思い出されま

す。

昭和 56 年に例会場が八尾西武に移ったこともそれ

までの銀行の会議室の間借りから独立したような

気分でロータリーライフの中でも印象深い思い出

の一つです。

昭和 59 年～60 年度に結成された野球同好会も多く

の思い出を作ってくれました。

野球同好会結成で欠かすことができない思い出は、

木村Ｒが入会して 4～5 年後くらい経った頃に「甲

子園で野球をしよう」と先頭に立って呼びかけてく

れた結果だと感謝していますが、同じく旗振り役を

してくれていた八木Ｒが一昨年暮れに亡くなられ

たことが悔やまれます。

ここから時代は平成へと移り野球に関する思い出

を続けます。

まず最初に野球同好会結成に尽力頂いた木村Ｒの



エピソードを一つ。年度ははっきり記憶していませ

んが、日生球場で行われたガバナー杯での出来事で

あることは間違い無いと思います。その試合の先発

予定であった木村Ｒがスパイクを忘れ、変わって投

げたピッチャーが大量失点。スパイクが届いた木村

Ｒはきっちり抑えたが時すでに遅しで敗戦と言う記

憶があります。

また、何と言っても平成 13 年 6 月に行われた第 19

回ＲＣ全国野球大会における雨中の初優勝。優勝戦

が行われたのは6月24日で奇しくも私の誕生日で最

高のバースディプレゼントでした。この大会の準決

勝、久留米ＲＣ戦で先発金銅Ｒ、2番手楠瀬Ｒの後、

最終回 2 アウトから投げさせて貰い、四球の後ファ

ーストゴロでゲームセット。

2年後の平成15年に行われた第21回大大会の優勝も

思い出に残る大会となりました。この大会の当初日

程は6月29日の日曜日に決勝戦が行われる予定でし

たが、当日雨天のためロータリー年度をまたがって 9

月 12 日に行われました。決勝戦は宿敵鹿沼ＲＣとの

戦いで、6回表終了まで 0対 0の緊迫した投手戦でし

たが 6 回裏に 2 点を先制されこれで終わりかなと思

ったが 7 回表に増田Ｒのセカンドオーバーの 2 点タ

イムリーが出て同点になり延長10回表に上田Ｒの起

死回生のタイムリーで接戦をモノにした。何しろ

相手投手はいつも苦戦を強いられ、八尾東ＲＣにと

って天敵とも言える元阪神タイガースの五月女投

手。優勝の感慨もひとしおであったことは言うまで

もない。なお私は準決勝の奈良ＲＣ戦 8 対 0 の 6 回

表（最終回）2アウトランナー無しから金銅Ｒ、楠瀬

Ｒの後を受けてマウンドに立たせて貰い相手バッタ

ーをサードゴロに打ち取りゲームセット。故人とな

られた楠瀬Ｒは誰よりも野球に熱心で、若手の間に

立って苦労して頂いていたことが昨日のように思い

浮かびます。

しかしながら昨今は手足のしびれや腰痛などで身体

が思うようにならず、杖が無ければ歩けない状態で

すがこれまでのように皆さんと一緒にグランドに立

てるように頑張ります。

最後に平成 17年（2005 年）にロータリー発祥の

地シカゴで行われたＲＩ100 周年記念国際大会

に参加した時の思い出をお話します。

この大会には八尾東ＲＣから 14 名が参加。5 キ

ロのウォーキングに挑戦したり、シカゴの高層ビ

ルやビジネス街、シカゴ美術館、更にはラスベガ

ス、ミシガン湖、グランドキャニオンを見学しま

したが、何と言っても一番の思い出は鈴木Ｒ、森

下Ｒ etc、そして私がシカゴ・エバンストンの国

際ロータリー本部の会長室、事務総長室で 100

年の歴史的資料を見ながら歓談しロータリーの

偉大さに改めて感激をしました。

この他にも数多くの思い出がありますがまたの

機会にお話させて頂きたいと思います。
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