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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は渡邊由美子様、福間久美様をお迎えして

おります。渡邊様には小林アツ子会員の代理卓話

者としてバロック音楽のお話しと独唱を、福間様

にはピアノ演奏をしていただきますが、楽しみに

しております。 

さて、先週金曜日、旧桜宮公会堂レストランに

おいて、大学生、看護学生、職員の方々を多数お

迎えし、我クラブの伝統的な社会奉仕事業である

｢大手前整肢学園学生ボランティアを励ます会｣が

開催されました。 

会員も多数出席し、美味しいディナーをいただ

きながら、日頃、子供達をお世話してくださって

いる学生や職員の皆さんのご苦労をねぎらうとと

もに、学生らと一緒に、子供たちによろこんでも

らうにはどうしたらよいか等についてディスカッ

ションをしました。 

昨今、若い人たちを取り巻く厳しい状況や若者

を巻き込んだ悲惨な事件ばかりが目につきます

が、学生たちの真剣かつ純粋な意見とあたたかい

1 配布物  

①ロースター帳用の佐々木裕会員のプロフィー

ル。  

②地区より春の初級ライラの案内。5 月 3-5 日。

18-30 歳の方で推薦されたい方がおられました

ら事務局迄お願いします。申し込み期限 3月 31

日です。 

2 次年度幹事の代理で案内です。 

2015-16年度の為の地区研修・協議会のご案内。 

日時 4 月 11 日、会場大阪国際会議場。出席義

務の方、3月 13日が地区への提出期限となって

おりますので宜しくお願いします。 

まなざしに日本も大丈夫だと安心しました。出席

された皆様大変有難うございました。 

3333 月月月月 6666 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

和食 

松花堂弁当 

なだ万 
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2015 年 3 月 6 日 第 1533 回例会 
識字率向上月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((3333 月月月月 13131313 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢｢｢｢花は花は花は花は咲く咲く咲く咲く｣｣｣｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢堤真一主演映画『神様はバリにいる』堤真一主演映画『神様はバリにいる』堤真一主演映画『神様はバリにいる』堤真一主演映画『神様はバリにいる』    

原作執筆の舞台裏～著者が明かす～原作執筆の舞台裏～著者が明かす～原作執筆の舞台裏～著者が明かす～原作執筆の舞台裏～著者が明かす～｣｣｣｣    

作家・工学博士作家・工学博士作家・工学博士作家・工学博士    黒岩黒岩黒岩黒岩    将将将将氏氏氏氏        

    ((((小松小松小松小松    英宣英宣英宣英宣会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ベームベームベームベーム「「「「芝生の上の踊り芝生の上の踊り芝生の上の踊り芝生の上の踊り」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

････創立創立創立創立 32323232 周年記念例会周年記念例会周年記念例会周年記念例会（（（（18181818：：：：10101010～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会    

 



朝槻・・・囲碁行きます。ボケ止めに。 

福井・・・今日は少し寒いです。 

長谷・・・先日のボランティアを励ます会おつか

れさまでした。本日の卓話、小林アツ

子さまの御紹介の渡邊さま、楽しみに

しています。 

金髙・・・先週のボランティアを励ます会、出席

ありがとうございました。 

中村(不)・花屋さんへ行くと桜が咲いていました。

春が近いです。 

中村(匡)・最近家内のからだの調子が良いようで

喜んでいます。 

本日は｢バロックをほんの

すこし･･･｣というテーマで、

演奏を交えてお話いたしま

す。 

音楽史においては1600年

～1750年をバロック時代と

申します。本日のプログラム

｢｢｢｢バロックをほんのすこし･･･バロックをほんのすこし･･･バロックをほんのすこし･･･バロックをほんのすこし･･･｣｣｣｣    

関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授関西女子短期大学教授    渡邊渡邊渡邊渡邊    由美子氏由美子氏由美子氏由美子氏    

((((テレマン室内合唱団テレマン室内合唱団テレマン室内合唱団テレマン室内合唱団    アルト・ソリストアルト・ソリストアルト・ソリストアルト・ソリスト))))    

ピアニストピアニストピアニストピアニスト    

関西女子短期大学非常勤講師関西女子短期大学非常勤講師関西女子短期大学非常勤講師関西女子短期大学非常勤講師    福間福間福間福間    久美氏久美氏久美氏久美氏    

((((小林小林小林小林    アツ子アツ子アツ子アツ子会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

・・・・親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

前週ご案内いたしました様に、3月 13日の当ク

ラブ創立 32 周年記念例会と懇親会のご案内状を

ポスティングしています。3 月 6 日までに出欠の

お返事をお願いしていますが、ぜひ 100%出席に

向けてチャレンジしていただきます様にお願い致

します。 

・国際奉仕・国際奉仕・国際奉仕・国際奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

先週例会に伊賀稔さんという方が来られまし

た。名刺には古典芸術振興会とあり、台湾桃園市

の八徳陽徳 RC の王元甫氏の名刺もいただきまし

た。 

目的はニューヨークで結成された神韻芸術団で

行われた中国伝統文化の紹介で、今度兵庫県立芸

術ホールで公演 4 月 15 日~21 日まで公演されま

す。DVDを見ましたが、確かに素晴らしいダンス、

パフォーマンスです。各国で公演され絶賛されて

います。 

皆さんに案内を差し上げていますので、ご興味

ある方はお出かけ下さい。 

委員委員委員委員    中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

3 月 12 日 ICS 事業として尼崎学園にお伺いし

た後、丹波篠山で食事&酒蔵見学の小旅行を予定

しております。 

又、当日夜にウェルカムパーティーをフライン

グトマトにて行います。会員皆様両方出席を是非

お願いします。 

背表紙にバッハ、ヘンデル、テレマンの肖像画を

掲載しましたが、まさにバロック時代の3巨匠です

ね。お話は後にして、まず1曲目は、グノー・バッ

ハの｢アヴェ・マリア｣です。J.S.バッハの平均律

クラヴィーア曲集第一巻、前奏曲第1番ハ長調を伴

奏に、グノーがメロディーを作りました。 

＜1＞「アヴェ・マリア」 

シューベルトのアヴェ・マリアと並んで最も耳

に親しい｢アヴェ・マリア｣だと思います。 

さて、次はバッハのピアノ曲(当時はチェンバロ

のために作曲)を聴いていただきます。 

＜2＞パルティータ1番より 

｢プレリュード｣｢クーラント｣ 

続けてバッハを演奏いたします。 

＜3＞J.S.バッハ作曲“マニフィカート”より 

｢飢えた人を、良いもので見たし｣ 

バッハとヘンデルはいずれも1685年にドイ

ツ：アイゼナハ(バッハ)とハレ（ヘンデル）で生

まれました。興味深いことに、この二人は非常に

異なる生き方をしました。 

中田・・・佐々木裕様、ご入会おめでとうござい

ます。早いですね、2 月も逃してしま

いました。 

大本・・・渡邊由美子様、卓話楽しみです。竹森委

員長、ボランティアを励ます会ありがと

うございました。 

曽我部・・佐々木裕会員の入会を歓迎して。 

 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥22229999,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,555552525252,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



う逸話が残っています。 

 本日プログラムの最後はJ.S.バッハが作曲した

約250曲(50曲は消失)に及ぶ教会カンタータから、

カンタータ147番のコラールを演奏いたします。 

＜6＞｢主よ、人の望みの喜びよ｣ 

まず、バッハは最初の妻との間に7人の子を成

し、その妻が亡くなった後再婚し、13人の子を成

してします。成人した男子はすべて作曲家として

(当時は)父親より有名になりました。バッハは宮

廷楽士、教会専属の作曲家・オルガニストとして

日曜の礼拝で演奏するためのカンタータや受難曲

を、毎週作曲し演奏するという多忙な日々を送っ

ていたようです。 

ドイツを一歩も出ることがなかったバッハに対

して、ヘンデルは22歳から3年間イタリアでオペ

ラを学び、25歳でイギリスを訪れ、27歳でイギリ

スに定住、41歳でイギリスに帰化します。そして、

一生独身でした。彼のイタリア・オペラはイギリ

スで大評判となりますが、数年して人々の興味が

オペラから遠ざかると、今度はオラトリオへ創作

の方向をかえます。 

時代を敏感に捉えて時流にのるヘンデルと、忠

実に職務を果たすバッハ。当時ライプツィヒ市の

新聞社がおこなった人気投票ではヘンデルが2位

でバッハは7位でした。そして、1位はテレマンで

あったということです。現在わが国では、作曲家

テレマンはあまり知られていませんが、当時は大

変需要と人気のあった作曲家で、クラシック音楽

史上最も多くの曲を作った作曲家といわれます。 

＜4＞オペラ“リナルド”より 

｢私を泣かせてください｣ 

そもそも、ソプラノが歌うアリアですが、アル

ト・ヴァージョン(in Ⅾ)で演奏いたしました。 

ヘンデルの活躍した時代にオペラを上演する

際、照明に使用するろうそく代に莫大な費用がか

かったのだそうです。歌舞伎も同様ですが、照度

が弱くても見えやすいように、顔を白塗りにし、

はっきり動く独特な所作が生まれています。 

さて、ヘンデルのオラトリオといえば、｢メサイ

ア｣です。 

＜5＞オラトリオ“メサイア”より 

｢だが、誰が彼の来る日に耐えられようか｣ 

第1部、第6曲 

オラトリオはオペラと異なり、演技をせず役柄

の衣装を用いない、宗教的な題材を表現するとい

った特徴があります。メサイアは全曲を演奏する

と2時間半にも及ぶ大曲ですが、ヘンデルは自室に

こもり、時には涙しながら24日間で作曲したとい

｢｢｢｢ロータリアン・フェイスロータリアン・フェイスロータリアン・フェイスロータリアン・フェイス｣｣｣｣    

岡山東ロータリークラブ岡山東ロータリークラブ岡山東ロータリークラブ岡山東ロータリークラブ    浦上浦上浦上浦上    澤之氏澤之氏澤之氏澤之氏    

((((第第第第 2690269026902690 地区地区地区地区    岡山県岡山県岡山県岡山県    理学理学理学理学))))    

 今はまさに情報化の時代でしょうか。国際ロー

タリーとロータリー財団は協同で戦略を策定し、

優先事項も着実に推し進め、ロータリーの奉仕の

方向をまとめました。その後、インターネット上

にロータリーに変化が時々刻々とそこに載せられ

ます。そのせいか、かえってロータリーが複雑に

見える、奉仕の意味がわからなくなった、と耳に

することが多くなっているように思います。 

 しかし、ロータリーの基本が変わったのではあ

りません。そもそもロータリーが始まったのは、

この世での私たちの幸福は他人への思いやりと互

いに助け合うことから生まれる、と意識すること

にありました。 

 ロータリーで職業奉仕は中心的課題です。ロー

タリーはいわば評判の良い職業人の集いであり、

自分の事業に成功し、その成果から十分な利潤を

上げている人々の集いといえます。ここに倫理が

目覚め、利潤の中から自分に適正な利益を受け取

り、残りは社会にお返しすれば、必ず社会からの

報恩があり、事業は継続的に繁栄できる、とした

のです。すなわち、人のためにすることが自分の

ためになると気付き、そのように考え行動するこ

とをあらためて奉仕と呼びました。 

 この利己優先はその後、他利優先の｢Service,Not 

Self(無私の奉仕)｣なども経て、自分の存在を基軸

とする標語｢超我の奉仕｣に至り、ロータリーの哲

学に集約されていきます。このように見ると、｢ロ

ータリーの目的｣に｢ロータリーの目的は、意義あ

る事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを

育むことにある｣と記されたことが歴史的、有機的

によくわかります。幸福論から始まり、道徳論が

成立したのです。 

 従ってロータリーは知育の場ではなく、徳育の

場です。そのためか歴史のあるクラブの例会はロ

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 3333 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 



 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  2名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 

<2 月 27 日の出席率 76.47％>  

Make up を含む 2/6 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・・・・3333 月月月月 12121212 日日日日((((木木木木))))        11118888：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

台北百齢 RCウェルカムパーティー 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・3333 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        9999：：：：00000000～～～～15151515：：：：20202020        MUMUMUMU 事業事業事業事業    

ICS事業 

   (尼崎学園)    

・・・・3333 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        18181818：：：：10101010～～～～    

創立 32周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・3333 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        11113333：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

15‐16年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場 5Fメインホール) 

・・・・4444 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

ータリアン・フェイスで満ちています。修行に専

念する僧侶が、僧侶としての容貌を備えることが

類例でしょうか。世のため、人のためを心に例会

に出席すると親睦が深まるのは、出会うロータリ

アンの言動に表れる奉仕の心によって友愛の交流

が行われ、職業奉仕やロータリーの哲学に感覚を

さらに研ぎ澄ませ、高い境地に近づくからではな

いでしょうか。この時間こそ、ロータリアン・フ

ェイスが培われる場なのでしょう。 

 一方、この 100年で社会は大いに進みました。

初期の倫理観や職業奉仕の表現は見直され、｢ロー

タリーの行動規範｣に書き改められ実践しやすく

なりました。また、｢四つのテスト｣で自分の言動

を検討できるのも職業奉仕からの恩恵です。ロー

タリアン・フェイスを求め、職業奉仕を大切にし

たいものです。 

山椒は小粒でもぴりりと辛い山椒は小粒でもぴりりと辛い山椒は小粒でもぴりりと辛い山椒は小粒でもぴりりと辛い    

― 小さなクラブにあふれる奉仕の心 ― 

｢会員数が減少して思うように活動ができない｣と

いう悩みを抱えているクラブも少なくないことで

しょう。今月は、30人以下のクラブの活動を紹介

します。 

｢｢｢｢障がい者施設の人々とクリスマス会障がい者施設の人々とクリスマス会障がい者施設の人々とクリスマス会障がい者施設の人々とクリスマス会｣｣｣｣    

川口・鳩ヶ谷武南ロータリークラブ川口・鳩ヶ谷武南ロータリークラブ川口・鳩ヶ谷武南ロータリークラブ川口・鳩ヶ谷武南ロータリークラブ    

((((会員数会員数会員数会員数 26262626 人人人人    第第第第 2770277027702770 地区地区地区地区    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県))))    

 川口市内のNPO法人｢ほっとすてーしょん｣は、

地域の障がいを持つ人々の就労、生活、余暇に関

する支援事業を行い、ノーマライゼーションの推

進に寄与しています。当ロータリークラブは、そ

の趣旨に賛同し、今回｢ロータリーデー｣として、

クリスマス会を開催することとなりました。 

当日は、地域の方々に楽しんでいただくよう、

施設利用者の方々とご家族、支援学級の中高生の

皆さんとご家族、それに、わがクラブの会員とそ

の家族、総勢 80 人ほどが集まり、例会から見学

参加してもらいました。会員の作った軽食に舌鼓

を打ち、サンタさんからのプレゼントに大喜び、

｢けやき太鼓｣に参加して太鼓をたたいたり、パテ

ィシエの作る巨大なクリスマスケーキに歓声をあ

げたり…と楽しく進行。 

最後は参加者全員で｢手に手つないで｣を合唱

し、クラブの広報活動としても十分効果があり、

有意義な一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3333 月月月月 13131313 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 5555 階｢階｢階｢階｢八八八八重重重重の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

松浦 貞男（22日）田中  健（26日） 

長谷 裕代（22日）山本依津子（27日） 

福井 教男（12 日） 

曽我部律夫  曽我部耳鼻咽喉科     (1973) 

長谷 裕代   ㈱オフィス長谷裕代   （2001) 

・15ヶ年皆出席表彰 

中林 邦友 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

金髙 好伸・中村 不二 


