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2016年02月17日（水）

（第2660回）

2016年02月24日（水）

（第2661回）

前回例会（2659回）2/10の主な内容

1、南太平洋 2、明日にかける橋 3、慕情

本日のピアノ演奏

28

例会日 出席 欠席 出席率

02月10日

01月27日

25

31

（内免除者
2名）

（内免除者
2名）

14 64.10%【会員41名】

メークアップ4名 （81.58％）

平和と紛争予防
紛争解決月間

「ロータリーデーの為の事前学習」
水谷 治人 会員

担当：ロータリー財団委員会

「スピーチコンテストＤＶＤ放映」
神田 隆司 会員

担当：青少年･ローターアクト委員会

◇◇◇委員会報告◇◇◇

○社会奉仕委員会 （岡本委員長）

薬物乱用防止シンポジウムのご案内

主催：守口保護司会・守口市

日時：3月5日（土）13：30～

場所：守口文化センター「エナジーホール」

◇◇◇委員会だより◇◇◇

○出席･プログラム委員会

日時：2月10日（水）11：30～

場所：「事務局」出席：4名

議題：100％例会出席について

・在籍表彰について

・皆勤出席等について

・例会卓話について

◎ 幹事報告（廣瀬幹事）

1、２月17日例会後、戦略計画

委員会が開催されますので、

是非ご出席をお願致します。

◎新会員ご入会
佃 啓史（つくだ ひろし）様
事業所 ：株式会社 啓
職業分類：不動産賃貸

佃 会員、よろしくお願いします！



◎会長の時間 （ 会長 川村 弘和 ）

中島先生、出前授業２日間に渡り寒い中ありがと
うございました。お世話になりました。
佃さま、ご入会おめでとうございます。守口ロー

タリークラブで１番の若手でございます。クラブの
平均年齢の引き下げに貢献して頂きました。どうぞ、
RCの勉強とクラブライフを楽しんで下さい。

名水百選（２）
奈良県は１ケ所です。奈良県吉野郡天川村の洞川

湧水群（どろがわゆうすいぐん）です。本湧水群は
熊野川の 上流部霊峰大峰山麓に位置し、ごろごろ
水、神泉洞及び泉の森からなっている。
ごろごろ水：この付近はカルスト地形で有名な地

区で、地中の水路を流れる水がゴロゴロと音をたて
て流れる事からごろごろ水と命名されたと言われて
いる。
神泉洞：洞窟から流れる清冽（せいれつ）な水は、

水源も流れていく先も定かではない。昔から神秘の
流れ”神の泉として村人から信仰的なものとして、
保全されている。
泉の森：村の入口、鬼門に当たり、御神木の置く

にある洞穴から清水が湧き出しており、この水を
「神の水」として保全している。

水質・水量は、良好な状態を保っている。またミネ
ラル分を豊富に含み、体質改善や健康増進にも役立っ
ている。
利用状況は、通年ごろごろ水：採取時間９時から午

後６時まで。神泉洞、泉の森は採取不可能。村内の利
用にとどまらず、村外より採水に訪れる方は年間季節
を問わず５万人に達し、多くの人々に親しまれている。
アクセスは、近鉄吉野線「下市口駅」下車 奈良交

通バス洞川温泉行き終点（約１時間２０分）下車し徒
歩３０分。自動車の場合 西名阪自動車道「郡山IC」
から国道２４号線、国道１６９、国道３０９、県道２
１号線を経由約６０ｋｍ（２時間）。

今日の一句

孫の大学受験と掛けて「このなぞがけ」と説く
その心は、
～ どちらも「すべりたくない」です。お箏出前授業

２/４（木）ｉｎ 南小学校



卓 話

（～次ページに続く～）

石井 賢治 会員
『何事も辛抱が第一。』

井上 智裕 会員
『パパ、おいしー！！』

三浦 均 会員
『ロータリーは「Ｉ ｓｅｒｖｅ」
ライオンズは「Ｗｅ ｓｅｒｖｅ」』

大野 智子 会員
『続けるという一言。何事をするにしても私はまず「続ける」
という目標を立てます。一番身近な例として今日の朝もしてま
いりました散歩です。もう６年になります。散歩により健康と
いう掛け替えのない財産を得ております。そしてこのロータ
リークラブも気が付けば１０年になります。続けてきた１０年
を生かし私らしく努めてまいりたいと思っております。』

佃 啓史 会員
『スポーツでは、指導通りに、体を動かすことは、難しい。

逆に、「指導通りに、体を動かすこと」自体を、練習する。』

川村 弘和 会員
『「初志貫徹」初めに思い立った志を変えず、 後まで貫き通
すこと。』

「思い出深いひと言」
他谷 勝 会員

２/５（金）
ｉｎ八雲小学校

お箏出前授業

フォーラム 中島 会員 出前授業無事終りました。皆様お世話に
なりました。

石井 会員 先週例会欠席のお詫び。
川村 会員 中島先生、出前授業お世話になりました。
川村 会員 佃さんご入会おめでとうございます。
石橋 会員 中島会員いつもながらの職業奉仕、頭が

下がります。

2／10 ニコニコBOX 708,000円



卓 話 （～前ページからの続き～）

岡本 博雄 会員
『自分自身の悪口を言えるか、他人の悪口は言えて
も自分の悪口は言えない』

上田 祐司 会員
『「その一言」「その一言で励まされ」「その一言
で夢を持ち」「その一言で腹が立ち」「その一言で
がっかりし」「その一言で泣かされる」言葉は使い
方によって「人を変える貴重なものであり「狂気」
にもなりうる繊細なものであり、人を育てる重要な
アイテムでもあります。』

三宅 洋行 会員
『他人は騙せても自分の心は騙せない』

深田 清一 会員
『２０年前に「平成３０年」の日本の暮らし 堺屋
太一の連載小説』

廣瀬 彰久 会員
『ありがとう』

篠﨑 満伸 会員
『高１の孫娘からいつまでも元気でいてねともらっ
た花束とハンカチのプレゼント。この優しい一言に
勇気と元気をもらったおもいで、おじいちゃんもこ
れからも頑張るぞ。』

他谷 勝 会員
『人生に無駄なことはありません』『人にはいろん
な考えの人がいるんです』『座ってると上体は自然
と傾いてる、それに気づくと自然とまっすぐにな
おって、そのうち自然とまた傾く、その繰り返しで
すわ』

橋本 泰明 会員
『高校生の頃、私の大嫌いな漢文の教師が言いました。
授業をサボるのは構わんが、物事には正当な理由が必要
だ。ただ面白くないとか、教師の物言いが気に食わない
とかは理由にならない。「今日の空は素晴らしく青かっ
たので校庭で見惚れていた」これくらいの言い訳を出来
るように感受性を持って心を養えと。』

正木 一光 会員
『商売とは、金のためではない。人を育てるものであ
る。』

三浦 俊造 会員
『小生、 近、業務上の資格試験にうからなければなら
なくなり、そのテストがありました。幾度か落ちてこれ
で 終という時に辛うじてとおりました。私にとって、
これは運気としか云いようがありません。丁度調べ直し
た部分が出題されていたからです。これは運気以外他に
云い様ナシ』

中道 均 会員
『学校を卒業して大手企業に入りよき友達を得たことで
す、そのメンバーやその時の上司とは今も年に一回は集
まって楽しく過ごし、また翌日からの糧になっています。
今はほぼ九割が定年退職していますがいまだに元気で集
まって近況報告会をしています。このような仲間に恵ま
れ本当に楽しくうれしい限りです。よき友に恵まれ 高
の人生ではないでしょうか？』

中島 警子 会員
『「君をぜひ、宮城道雄先生に会わせたい」
私が昭和１６年に京城（現 韓国・ソウル）で須山知

行 に入門し、１年ほど後のことでした。須山先生から
そのように言われました。
当時、宮城先生は「春の海」の作曲家としてすでに全

国に知れわたっていましたし、須山先生がその宮城先生
の内弟子だったことも、もちろん承知していました。私
自身、宮城先生の作品を教材としてお稽古をしていまし
た。ですが、その当時の私は、将来お箏の演奏家になり
たいという思いはまったくありませんでしたので、「必
ず、宮城道雄先生のところに連れていくから」と仰って
いただいても、何の感慨もありませんでした。私も、須
山先生がなぜそう言われたのか、お尋ねしませんでした。
実は、私は幼少のときから別のお箏の先生についてい

ましたので（その先生が急死されたので須山先生の門を
叩いたのです）、下地がある程度できていました。また、
ハイティーンになって音楽がおもしろくなっていました。
それを須山先生が「見込みがある」と勘違いされ、励ま
しの意味でそのように言われたのだろうと思います。
その後、日本の敗戦で京城から本土に引き揚げざるを

えなくなり、戦後の混乱もあって、あれよあれよという
うちに須山先生と守口で教室を開くことになり、思いも
よらず「お箏の先生」になってしまいました。その間に、
須山先生のお世話がてら、本当に宮城道雄先生とお会い
し、直弟子にもしていただきました。
宮城先生のご指導は厳しく、演奏中はオーラを感じま

した。普段は気さくでおやさしいのですが、だからと
いって私も気楽にいられるわけはありません。いつも無
我夢中の、それでいて充実した時間でした。そのような
体験を思い起こしますと、今は、須山先生の「君をぜひ、
宮城道雄先生に会わせたい」が、“瓢箪から駒”の一言
だったと思います。』

（順不同・敬称略）

村田 有司 会員
『大学まで野球させてくれてありがとう。４月から
社会人となりますが、いっしょうけんめい働き、お
父さんお母さんを楽させてあげたい、との言葉』

市橋 智昭 会員
『一期一会』

佐々岡 慎治 会員
『妻の「はらたつ」という一言』

石橋 高夫 会員
『出（いづ）る月を待つべし、散る花を追うことな
かれ』（中里東里）

前川 正敏 会員
『こけたら起きなはれ／松下幸之助』

菊田 芳 会員
『琴線に触れた思い出深い一言は胸の奥深く秘めて
おくものであって妄々に人前で語るものではありま
せん。』

水谷 治人 会員
『走った距離はうらぎらない ｂｙ野口みずき』
『その一秒を削り出せ ｂｙ東洋大学陸上部』


