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ロータリーは機会の扉を開く 

 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなのためになるかどうか 
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高槻ロータリークラブ 

 

 
  
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  山口 誠君 

「 この地球を長く使い続けるために 」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3220 回 本日（10/14）の例会 

 

 
 

 
◎ ソング・・・手に手つないで 
◎ 卓話  西本 恵美子君 

「 ファストファッションから 
サスティナブルファッションへ  

コロナ禍に於ける影響とは… 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3221 回 次週（10/21）の例会 

先週（10/7）の例会から 

◎ゲスト                 計 2 名 
 
国際ロータリー第 2660 地区  

ガバナーノミニー  宮里 唯子様（茨木西 RC） 
 

 大阪南ロータリークラブ 
       直前会長  下條 泰利様（大阪南 RC） 

◎10/7 出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 46 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

 

10 月は地域社会の経済発展月間 / 米山月間 

 

◎会長の時間 

 

 今日は宮里ガバナーノミニーと大阪南 RC の直前会
長で 2022-2023 年度の地区代表幹事を務められる下
條（げじょう）様がお越しになっています。ご用件は、
2 年後に開かれる地区大会のホストのご依頼です。詳
細は宮里さんからお話しがあると思いますが、高槻
RC にホストをお願いしたいということです。我がク
ラブは 2660 地区 IM2 組の中では会員数が３番目に多
いということ、また茨木西の RC のメンバー数が少な
いなかでガバナーを補佐しながら地区大会を担うの
は厳しいものがあると想像されます。一方、我がクラ
ブとしては 2660 地区の各メンバーが集う大会をサポ
ートすることで新たな体験が得られるのではないか
と思います。直近では我がクラブの 60 周年、65 周年
をやり遂げた能力を地区の行事で発揮できる良い機
会ではないかと思います。詳細は、大阪南 RC の下條
さんがご存じなので、今後いろいろ教えていただかな
くてはいけないと思います。またガバナー補佐をやら
れた松尾さんも我がクラブにおられるので、大変なイ
ベントだとは思いますが、精一杯頑張ろうではありま
せんか。前回の理事会で概ねの決議が出来ていました
が、今日、宮里ガバナーノミニーから正式に依頼され
ることでスタートが切られることになりました。 
 それと例会時の食事の件ですが、今日の理事会で検
討いただこうと思っているのですが、高槻 RC の例会
時間が昼食時になっており、従来食事を取りながら歓 

 

 

◎米山功労者表彰 

 

岩井 祐造君   第 6 回米山功労者 
 

西田 直弘君   第 8 回米山功労者 
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といたします。 

 

  

談なり卓話なり報告事項を聞いていました。コロナシ
フトで食事無しの 20 分短縮で現在やっていますが、
先般簡ガバナーが来られた時に他クラブの状況をお
聞きしました。IM2 組の 15 クラブ中 3 クラブが食事無
し、また親クラブの大阪 RC も食事ありで開いておら
れるとのことでした。コロナ災害はもちろん終息して
いませんが、出来るだけの注意を払って再開したいと
思います。これは、但し昼食は強制ではなく、不要と
いう方にまでおすすめするものではありません。三密
を避け、食事以外でのマスク着用、入室時の検温確認、
手指消毒徹底のうえで再開可否のご検討をお願いす
るところです。食事中の会話厳禁は各人のマナーとと
もに SAA さんの会場管理をお願いいたします。 
 
 
◎幹事報告 

・10 月ロータリーレート 1 ドル：105 円 
・ロータリー財団への寄附￥575,000－、米山奨学会
への寄附￥130,000－を 9/24 に振込致しました。皆
様ご協力ありがとうございました。 

・千里 RC、吹田 RC、吹田江坂 RC より概況報告書が届
いております。後方テーブルに置いておりますので
ご覧下さい。 

 
 
◎ガバナーノミニーご挨拶 

国際ロータリー第 2660 地区  

        ガバナーノミニー  宮里 唯子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んが、当地区は 2022-2023年に 100 周年を迎えますが、
この 100 周年の間ひとりとして女性ガバナーを輩出し
て参りませんでした。だからという訳ではございませ
んが、非常に珍しいケースでございますので色んな意
味で地区の行事あるいは地区の運営の仕方に関して
色々とチャレンジしていきたいと、そして今活躍して
いらっしゃる若手のロータリアンの方々に将来の展望
を見ていただけたらとこのように思っております。そ
のうちの 1 つが地区大会でございます。ご存知のよう
に地区大会は年間の行事の中でも地区にとっては一番
重要で大きな行事でございます。これをいくら他クラ
ブにお願いするといいましても、やはり会員数の少な
い小さなクラブでは荷が重すぎるということでござい
ます。そこで IM 第 2 組を見回してみましたところ高槻
RC は大阪 RC 直結のクラブであり、また池田 RC と同年
に創立されておりますので、地区内でも 4 番目・5 番
目が高槻 RC と池田 RC となります。会員数も 50 名を誇
っておられ、先程お祝いの品を皆様にお渡しされてお
りましたけれども、皆様の企業の歴史を知っただけで
も 100 年以上、60 年以上こういった会員の皆様を誇っ
ていらっしゃる高槻 RC にぜひ地区大会のホストをお
願いしたいと考えました。 
また先程申し上げましたように 2022-2023 年度は大

阪の地にロータリークラブが発祥してちょうど 100 年
目を迎えます。残念ながら昨年度の後半から今年度に
かけてはコロナの影響で地区内から元気が失われてお
ります。もともと 100 周年ということではございます
が、あまり気負いせずさらりと過ごしたいと思ってお
りましたけれども、こういう状況を踏まえておそらく
私の年度はコロナも一定の落ち着きを見せると思いま
すので、3600 人の地区内の会員の皆様にもう一度ロー
タリーの価値を見出し元気になっていただきたい、そ
の為にも地区大会はしっかりと開催したいと考えてい
るわけでございます。高槻 RC の皆様におかれましては
初めての地区大会という事で気が重くお考えかと思い
ますけれども、私の地区幹事団はほとんどが地区大会
の開催を経験しており、本日ご一緒させていただいて
おります地区代表幹事予定者の下條さんを含め副代表
幹事は 2年前の地区大会を主催運営した大阪南 RCの所
属でございます。高槻 RC の 50 名の会員の皆様そして
私ども地区幹事団 20 数名が力を合わせ、地区大会で
2660地区をもう一度盛り上げていきたいと考えており
ます。大変なご苦労とご心労をお掛けするかもしれま
せんが、地区幹事団も一生懸命お手伝いをさせていた
だきますので、どうか皆様ひとつのチャンスとお考え
いただいて高槻 RC の更なる飛躍にお使いいただくよ
うなお気持ちになっていただいてご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。少し長くなりましたけれども、
井前会長より理事会で承認が得られたと聞いておりま
すので、本日ここで心より御礼申し上げますとともに、
今後ともぜひご指導を賜りますようお願い申し上げま
して私のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありが
とうございました。 
 
 
  

只今ご紹介にあずかりました茨木西 RC の宮里でご
ざいます。本日は高槻 RC の貴重な例会のお時間を頂戴
致しましてご挨拶と御礼を申し上げたいと思います。
先程、井前会長からお話がございましたように 2022年
12月に開催を予定しております地区大会のホストを高
槻 RC にお願いしたいと考えておりましたし、その旨お
話させていただきました。ようやく理事会の方でご承
認賜ったということで御礼を申し上げたいと思いま
す。実は皆様の中でなぜホームクラブでもない別のク
ラブに地区大会のホストを依頼されるのかと疑問を沢
山お持ちではないかと思います。大きな理由としては
3 つございます。まず 1 つ目、高槻 RC 様は錚々たる会
員の皆様そして人数、歴史を誇っていらっしゃいます
けれども、私のクラブは 25 周年を過ぎたばかりでござ
いますし、また地区内を見渡しますと会員が 30 名を下
回っているクラブが半数以上ございます。今後 2660 地
区でガバナーを輩出する際に、必ずしも大きなクラブ
から輩出することが出来るとは限らないと考えており
ます。ですから地区内でしっかりとガバナーを支えて
いく、あるいはガバナーは沢山のクラブに活動をお願
いし調整をしていく、こういった方向性が重要なので
はないかと思います。私はご覧の通り女性でございま
して、あまり声を大にして申し上げたくはございませ
ん 
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只今ご紹介にあずかりました大阪南 RC 下條と申しま
す。昨年度は大阪南 RC の会長をしておりました。2 年後
の宮里年度の地区代表幹事ということなのですが、実は
2年前大阪南 RCより山本ガバナーを輩出した時に宮里さ
んに地区代表幹事をお願いした経緯がございます。そし
て今度宮里さんがガバナーにお決まりになった時に問答
無用で私が指名を受けまして拝命した次第でございま
す。先程もお話がございましたが、地区初めての女性ガ
バナーを支えていくという事で、大阪南 RC のメンバーも
地区幹事団に入っております。地区大会に関しては是非
とも高槻 RC の御協力をいただきまして、あくまでもホス
トは高槻RCでございますので高槻RCが前面にでる形で、
我々はしっかりとそれを支えていくという事でご協力を
お願いした次第でございます。これから 2 年後ですけれ
ども、もっともっとコミュニケーションをとって 100 周
年にふさわしい大会を目指していきたいと思っておりま
す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 
 
◎井前会長より 
・理事会では地区大会のホストの件は承認を得ておりま
すが、先程宮里様より正式な要請を頂戴致しましたの
で、本日をもちまして正式な決定とさせていただきま
す。地区大会のホストとして何をするかなど詳細につ
きましては下條様から松尾会員にご説明いだだきたい
と思います。ぜひとも地区大会を成功させたいと思っ
ておりますので、会員の皆様何卒宜しくお願い致しま
す。 

◎2022-2023 年度地区代表幹事ご挨拶  

大阪南ロータリークラブ 下條 泰利様 

 

◎委員会報告 
〇国際奉仕委員会             川面 智義 
・米山奨学会より「2019 年度事業報告書」「2019 年度決
算報告書」「米山学友の群像学友会特集号」が届いてお
ります。後方テーブルに置いておりますので、皆様ご
覧下さい。 

・「2020-21 年度ロータリー米山記念奨学事業豆辞典」は
例会ポケットへ配布しております。宜しくお願い致し
ます。 

 

〇青少年奉仕委員会           長井 正樹 
・「ロータリー学友会総会開催のご案内」が届いておりま

す。総会の内容はウェブでの配信も予定しております
が、学友会の活動に対する理解をより深め、同時に多
くの学友やロータリー関係者の方々との交流を図るま
たとない機会となりますので、是非会場へご出席下さ
いますよう、お願い申し上げます。なお、会場は出来
る限りの新型コロナウイルス感染予防対策をとらせて
頂きますが、感染拡大の状況によりオンライン開催の
みへの変更となり、その際は改めてお知らせすること
をお含み置き下さい。 

【開催日時】2020 年 11 月 1 日（日） 12：30～15：30  
(開会 30 分前より受付いたします) 

【開催場所】Yolo Base  
〒556-0003  
大阪市浪速区恵美須西３丁目１３−２４ 
電話：06-6634-6172 

【プログラム 】ランチ（12：30～13：30） 
総 会（13：30～14：00） 
講演会（14：00～15：00） 

【登 録 費】ロータリアン 5,000円   
学友・学友のご家族 1,000 円 

※登録料はランチ代としていただきます。会場にてお支
払いをお願いします。 

※ウェブ配信も予定しております。こちらは登録料無料
でご視聴いただけます。ウェブ配信の視聴方法は後日
ご案内させていただきます。 

 
〇クラブ研修委員会           大角 敏子 
・今月は「地域社会の経済発展月間・米山月間」です。

ロータリーの友 10 月号の推奨記事として、横書きの
記事からは P.13「よねやまだより」、P.18「Rotary 
projects around the globe」、P.23「連載コミック ポ
ール・ハリスとロータリー」をご紹介させていただき
ます。お時間のある時に、ぜひ読んでいただければと
思います。ちなみに「連載コミック ポール・ハリス
とロータリー」につきましては、P.23 の QR コードを
スキャンしていただければ第 1 章のポールの生い立
ちからアニメーションでもご覧いただけます。ぜひご
覧になって下さい。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

◎10/7 卓上花 
 
スプレーカーネーション 

 ···· あなたの姿に酔いしれる 
 
クルクマ 

 ···· 温かい心 
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  ◎卓話 
 

「  島本町の魅力  」     松下 浩章 

 
本日は島本町の魅力と題して卓話をさせて頂きます。 

 
本日は少しでも島本町の事を知って頂こうとの思い

で 時間も限られているので 1 点だけご紹介させて頂
きます。 
 
そこで、本日ご紹介させて頂きたいのは、「水無瀬駒」

についてです。所謂、将棋の駒です。 
 
最近では、藤井聡太八段が最年少でタイトル２冠を成

し遂げ、彼の活躍で将棋界も世間からの注目度が高まっ
てまいりました。高槻市の浜田市長も趣味が将棋で、初
段の腕前だそうです。 
 
つい先日の１０月３日には浜田市長と島本町長の将

棋対局が開催され「浜田市長が勝利されたそうです。た
だ、我々が知っている将棋ではなく、島本町にある水無
瀬神宮にゆかりのある「中将棋」での対局でした。「中
将棋とは」浜田市長の言葉を借りれば「現在の将棋のご
先祖に当たる将棋」と言う風に表現されております。 

 

さて、水無瀬駒なんですが、代々水無瀬神宮の宮司を
務める水無瀬家には、約４００年間伝わる「水無瀬駒」
が有ります。「水無瀬駒」は水無瀬家で作られた将棋駒
の呼び方で安土桃山時代の公家で能筆であった水無瀬
兼成（1514-1602）が駒の銘を書いた将棋駒の事を言い
ます。 
 
江戸時代には「将棋駒の銘は水無瀬家の筆を以って宝

となす。この筆跡の駒、免許なきもの弄すべからず」と
まで言われていたそうです。 

 

 

簡単に中将棋を説明すると、駒の数がそれぞれ４６枚
あり、全部で９２枚、盤は１２×１２マスです。現代の
将棋はそれぞれ２０枚で合計４０枚の駒で勝負します。
盤は９×９です。私も詳しいルールは分からないのです
が、中将棋の場合、取った駒は取り切りで、我々が知っ
ている将棋の取った駒を自分の駒として使う事は出来
ないそうです。こんな感じです。 

 

 

 

 

これは、「将棋駒日記」と言うもので、水無瀬兼成が
依頼主に応じて制作した駒の譲り渡し先を書いたもの
です。日記によると、制作された将棋駒は、現在も一般
的に使われている「小将棋」や「中将棋」「大将棋」「大々
将棋」更には「魔訶大々将棋」などの将棋駒が制作され
たことが書かれているそうです。 
 
譲渡先には、後陽成天皇、正親町(おおぎまち)上皇、

関白（豊臣秀次）、前将軍（足利義昭）、公家や大名、高
名な武将達、僧侶、神職者、大工棟梁など、依頼主が身
分的また地域的にも広範囲な層にわたっていたことが
分かるそうです。徳川家康には５３組もの駒を収められ
たと記録がある様です。 
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これは、日記の中身にある制作目録です。因みに、先
が細く薄く、手前が肉厚幅広な現在の駒の形は、この水
無瀬兼成が確立させたとの事で以後、高級なコマの形は
これにならって作られているそうです。水無瀬兼成は、
八十九歳で亡くなるまでに７００組以上もの将棋駒を
制作しており、駒の銘は高級材質である黄楊で作られ作
者と制作年月日が特定できる最古の将棋駒とも言われ
ております。 
 
最後にもう一つ水無瀬神宮に関連する話題をご紹介

させて頂きます。 

 

 

２０２２年の NHK 大河ドラマが決定しております。
「鎌倉殿の１３人」と言うタイトルです。主役は北条義
時です。脚本が三谷幸喜さん、主演が小栗旬さんで決定
しております。 
 
なぜここでご紹介するかと言えば・・・・ 

 
北条義時と言えば、源頼朝の正妻であった北条政子の

実弟で、頼朝に仕え、承久の乱で後鳥羽上皇を倒し、後
に鎌倉幕府の最高権力者となっていった人物です。 
 
水無瀬神宮の起源は、承久の乱に敗れ、北条義時によ

って隠岐の島に流され、その地で亡くなった後鳥羽天皇
の無念さを慰め弔う為に建てられた御影堂が始まりで
す。 
 
つまり、大河ドラマで北条義時を主役として描く上

で、後鳥羽上皇との因縁は必ず表現されるのではない
か？水無瀬離宮で過ごされている後鳥羽上皇の様子の
シーンも有るのでは…と地元話があります。 
 
因みに、水無瀬神宮には後鳥羽上皇に関連する資料

で、国宝２展、重要文化財４展を所蔵されています。 
 
 
水無瀬神宮の国宝 

 

 

 

左手の朱色の手形が有る物は、「後鳥羽天皇御手印置
文」です。これは、隠岐の島で亡くなる２週間前に、勅
命により水無瀬離宮を守っていた、水無瀬信成、親成親
子に申し送った置き文です。 
 
自身の最後が近い事を告げ、「日頃の奉公を不便に思

うが、便宜の所領もないので、力及ばず、水無瀬、井内
両荘を相違なく知行して、わが後生もかえすがえす弔う
ように」と書かれているそうです。 
 
 
右側は、承久の乱の直後に、生母である七条院に送る

為に藤原信実（ふじわらの のぶざね）に描かせたもの
と言われております。 
 
ご清聴ありがとうございました。 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・結婚記念内祝   坂野君（この 4 月から弁当男子です。 

自分で作っています。） 

羽根田君、石田君、河合君 
          香西君、松下君 
・入会記念内祝   伊藤君、松尾君、 

齋藤君（入会記念祝ありがとうござ

いました。） 
・創業記念内祝   阿佐部君（創業記念月お祝いありが

とうございました。これを

機に今一度創業の精神に

立ち返り、より一層精進し

て参ります。） 
浜田厚君（会社も還暦（60 年）にな 

りました。） 
本多君、石田君、岩﨑君、川面君、 
浦中君（創立 27 周年を迎える事

が出来ました。これから
も頑張ります。） 

・卓話を聞きて頂き有難うご座居ました。   松下君 
・宮里ガバナーノミニー、下條様、ようこそお越し下
さいました。                        伊藤君 

・宮里様、下條様のご来訪を心より歓迎致します。 
藤井君 

・宮里ガバナーノミニー、下條様ようこそお越し下さ
いました。宜しくご指導の程お願いいたします。 

井前君 
・宮里ガバナーノミニー、、下條様、お忙しい中ようこ
そ高槻 RCにおいでくださいましてありがとうござい
ました。                松尾君 

 
・宮里ガバナーノミニー、下條様、高槻 RC にようこそ
お越しくださいました。         内本君 

 

              本日の合計   ￥  103,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  706,000-  
 

 

 

 

◎R 財団への寄付 
坂野 信一君 ￥ 5,000- 藤井 敏雄君 ￥ 5,000- 
羽根田茂子君 ￥ 5,000- 井前 憲司君 ￥ 5,000- 
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 伊藤 智秋君 ￥ 5,000- 
河合 一人君 ￥10,000- 香西 徳治君 ￥ 5,000- 
松尾  浩君 ￥ 5,000- 浦中 郁文君 ￥ 5,000- 

 
本日の合計  ￥   55,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  642,000-     
        年次基金会員より   ￥  370,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥  272,000- 
           一人当たり平均   ＄   122.29 
 
◎米山奨学会への寄付 

川面 智義君 ￥ 5,000-   
 

本日の合計  ￥    5,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  257,500-      
                会員より  ￥  135,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   5,150-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 岩﨑 貞治君 ￥ 5,000- 
内本  繁君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   15,000-      

7/1 よりの累計  ￥ 100,000- 

 

 

 

 

 

2020-2021 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 
     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

10

月 

14 卓話（山口君）   
地域社会の経済発展月間
米山月間 

21 卓話（西本君）     

28 卓話（古川君・岩﨑君）   ＊職業奉仕委員会 

11

月 

4 記念月御祝/卓話(馬渕君） 定例理事会 ロータリー財団月間 

11 卓話（入谷君・川面君）   IAC 年次大会（11/8） 

18 卓話（清水君）     

25 卓話（大木君・飯田君）   ＊国際奉仕委員会 

12

月 

2 記念月御祝/年次総会/卓話(光本君） 定例理事会 疾病予防と治療月間 

9 卓話（片山君・長山君） 被選理事会 地区大会（12/12） 

16 外部卓話（高槻商工会議所 会頭 金田忠行様）     

19 23→19 移動例会 
忘年家族例会 

(於：ホテルアベストグランデ高槻） 
  

30 定款による休会   ＊クラブ運営委員会 

 


