


　場で４０分で録音。それがデビュー曲「ディーズアー

　ムズオブマイン」。見てきたような嘘をつく宝井琴鶴

　の講談が秀逸。

4.　１９６７年１２月１０日、自家用飛行機でその夜の

　公演地に行く途中、ウインスコン州のモナナ湖に墜落。

　地方公演でのバックバンドであったバーケイズのメン

　バーとともに死亡。最後の曲は、その死亡前日の１２

　月９日に一緒に死んだバーケイズの伴奏でのＴＶのラ

　イブショー。「トライアリトルテンダネス」。ＯＴＩ

　Ｓのコンサートのラスト曲。「女の子は古い服を着る

　だけでも憂鬱になるもの。彼女がそんなときには、抱

　きしめて、喧嘩せず、愛して、そしてほんの少しだけ

　でいいから優しくしてあげなさい」。例によって、前

　半は抑えて、後半徐々に盛り上がり、最後はガッ、ガ

　ッ、ガッとメンフィスホーン。ホンマに凄いです。ベ

　スト３の１曲。

5.　もし、仮に、万が一、ひょっとして、興味が湧けば、

　「ＯＴＩＳ」でＹＯＵＴＵＢＥ。

担当：源　会員 

幹事：津野友邦幹事報告

2月21日（火） 創立30周年記念事業 アーモンドの植樹式  

　　　　　　   14時より鶴見緑地公園アーモンドの森

2月23日（木） ロータリー創立記念日・世界理解と平和の日

2月25日（土） 米山奨学生修了者歓送会

2月28日（火） 特別卓話 バイキング料理ですが、和定食

　　　　　　   に変更いたします。　

　　　　　　   ゴールデンホール東に例会場変更されます。

　　　　　　   IM6組　睦輪会
　

＊3月28日（火）例会に引続きアッセンブリー（クラブ協

　議会）を行います。

＊会員名簿に変更がある方は、3月7日（火）までに所定

　用紙を修正し事務局までご提出ください。変更がない

　場合もご署名いただきご返却下さい。

部長：巽　健一カイツブリ会

　東大阪中央RCが主催される下記のイベントにご参加希

望されます方は、事務局までお申込下さい。

委員長：中嶋邦治社会奉仕委員会

植樹式の委員会報告

　第４回目のアーモンド植樹式は、2月21日（火）14:00

に鶴見緑地公園で寒風の吹きすさむ中、恙無く行う事が

出来ました。

　鶴見緑地パークセ

ンター 宮崎公園課長

様、大阪市建設局鶴見

緑地公園事務所 黒川

係長様、大阪市建設局

東部方面管理事務所

長 藁田様、ほか６名の公園関係者様に出席して頂き、ま

た御世話になりまして有難うございました。大阪鶴見ロ

ータリークラブからは、山崎会長、津野幹事、田中信明

会員、佐藤会員、西野会員、中村会員、木村会員、高木

会員、中嶋社会奉仕委員長、９名が出席しました。

　アーモンドの苗木は、大きな苗木で花芽が付いていて

春には咲きそうです。是非、この春には鶴見緑地公園ア

ーモンドの森に行きましょう。

（１ページより）

出 席 報 告 　  　　  　　　 　　  （2月21日1540回）

会員数　　　　  32名

（内出席規定免除 10名）

出席会員   22名中  14名

出席免除会員  10名中  7名

出 席 率 21/29  72.41%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 26名

前々回  1/24 Ｍ/Ｕ 1名

修正出席率　    75.00%

田 中 会 員 今日はアーモンド植樹式です。皆様の参加

をお願いします。

中 嶋 会 員 本日は４回目のアーモンド植樹式です。多

数の参加有難うございます。今日は寒風で

すが宜しくお願いします。　

水 間 会 員 本日卓話です。皆さんに興味もない黒人音

楽の話ですが、来週までに皆さんにレポー

ト提出を義務づけていますので、心して聞

いてください。

源 　 会 員 交換学生、女子高生が来ることになりそう

です。宜しくお願いします。

武 市 会 員 先月例会１０回連続出席　自祝。

鳥 居 会 員 前回欠席のお詫び。

NIKONIKO箱
￥21,000.-　　　　累計　￥785,000.-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：水間会員

卓 話
SOUTHERN  SOUL
OTIS  REDDING 

1.　サザンソウルとは、１９６０年代にアメリカの南部、

　メンフィスを中心に作られたソウルミュージック。オ

　ーティスレディングはそのサザンソウルの中心的なシ

　ンガー。ＯＴＩＳは２１歳でデビュー、２６歳の若さ

　で死亡。僅か５年間。今でも人気投票では第１位。

　　ＯＴＩＳなんて知らんで、という人も、この歌なら

　聞いたことがある筈。吉羽さん、樋口さんもご存知で

　した。死ぬ３日前に録音し、死後発売され、初めて全

　米No.１ヒットとなり日本でもヒットした曲。映画ト

　ップガンでも使われていた「ドックオブザベイ」。　

　「全米各地をさまよってきたが、結局この湾のドック

　が終の棲家。朝も夜も潮の満ち引きだけを見つめて過

　ごしている」と、まるで死ぬことが分かっていたかの

　ような内容。ＯＴＩＳもそれまでの迫力ある歌い方と

　は違い、まるで別人。

2.　ＯＴＩＳをアイドルとしていた歌手は世界中にいる

　が、日本では清志郎、上田正樹なんかが有名。上田正

　樹は有名になる前ラスト曲はいつもＯＴＩＳの「お

　前を離さない」。有名になるまではよかったのにね。

　清志郎はメンフィスに行ってＯＴＩＳのバックバンド

　のブッカーＴ＆ＭＧＳとアルバムを録音して、日本で

　もコンサート。「愛し合ってるかい」「ガッ、ガッ、

　ガッ」はＯＴＩＳの真似。

　　私とオーティスとの出会いは高校２年生のとき。ロ

　ーリングストーンズが歌っていた「愛しすぎて」の元

　歌が深夜放送で流れてきて、余りの違いにビックリ。

　翌日すぐにレコードを購入。いやぁ、こんな音楽があ

　るんや、と思った。

　　「愛しすぎて」は「あなたはもう気持ちが冷めたと

　言うけれど、僕はほんの少し長く愛しすぎたので、今更や

　めることなんかできない。好きや、愛してる、好きや」

　とただそれだけを繰り返す歌。失恋したときには聴い

　て泣いて下さい。ソウルバラード定番の８分の６拍子

　に乗せて最初は静かに始まり、タイトなリズムセクシ

　ョンで徐々に盛り上がり、最後はサザンソウルの特徴

　であるメンフィスホーンズのトランペット、サックス

　とＯＴＩＳの歌が絡み合う。よろしおまんなぁ。

3.　ＯＴＩＳは２１歳のときスタックスレコードで無理

　からに歌を聴いてもらったら、驚いたスタッフがその

￥2,000.-　　　　累計 ￥162,000.-

大阪鶴見RC国際交流基金

中嶋常幸プロゴルファー
チャリティーイベントのご案内

●チャリティーディナー＆トークショー

　　３月１０日（金）　１７時開始

　　シェラトン都ホテル大阪４階　大和の間

　　参加費：１万円

●チャリティーゴルフコンペ

　　３月１１日（土）　飛鳥カントリークラブ

　　参加費：１万円 ／ プレー費：１万６千円

国際ロータリー第２６６０地区第６組
Intercity  Meeting ・ ロータリーディ

日　　　 時：平成２９年３月４日（土）12：30 開会式
場　　　 所：ホテルニューオータ二大阪　鳳凰Ｓの間
ホストクラブ：大阪城東ロータリークラブ
メインテーマ：元ＲＩ会長「田中作次氏と語る」
　
〈参加クラブ〉
・大阪ＲＣ　・大阪東ＲＣ　・大阪東淀ちゃやまちＲＣ
・大阪中之島　・大阪大手前ＲＣ　・大阪城北ＲＣ
・大阪天満橋　・大阪鶴見ＲＣ　大阪淀川ＲＣ
・新大阪ＲＣ　・大阪城東　　計１１クラブ

登録者
　秀島、木村、小山、水間、中嶋、中村、西野、佐藤、   
　清水、武市、田中、山崎　各会員

　尚、未登録の方でも参加いただけますので、ご参加
の程よろしくお願いいたします。 
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