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会長インフォメーション
PRESIDENT INFORMATION

会長：津野 友邦

事務所：〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目2番22号
　　　　ホテルモントレ　ラ・スール大阪
電話：06-6937-8171 ファックス：06-6937-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：ホテルモントレ ラ・スール大阪
会長：津野友邦／幹事：稲垣良二／SAA：須田幸史朗
電子メール：rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：https://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ 「 クラブ存続のための会員増強～次の10年に向けて～」

（2ページに続く）

水と衛生月間

今月にお伺いした、定期的に行く好きなお店を3軒ご紹
介したいと思います。

カハラ
ここは北新地のレジェンド、森義文シェフのお店です。

創業50年を超える創作料理、常に進化続けているお店で
ミシュランも継続的に二つ星を獲得し続けています。永
楽通り沿いにあるカウンター8席のお店。イノベーティブ
フュージョンとかいうカテゴリーが最近見受けられますが、
本当にその先駆者なのだと思います。初めて行った時は
独特の雰囲気にやや緊張感を持ったのを覚えています。
予約は取りにくいですが3カ月程度先から取れると思いま
す。和でもなく洋でもなく、ボリュームしっかりで本当に感
動的なお料理です。森シェフがお元気なうちに一度はお
伺いしてみるのをお勧めします。

名倉
そのカハラの森シェフに、おすすめの店を教えて欲しい

と聞いて、こちらの串揚げ屋さんを教えてもらいました。

北新地のアバンザ堂島の近くにあるカウンター7世程度
の小さなお店です。もともと和食をしていた若い大将が
お一人でやっています。Ｍａｘカウンター７席です。森
シェフに一つ一つ料理はチェックされて、これは出して
いいとか、これはまだダメとか、こんな作りなさいなどと
言われながらメニュー開発されているそうです。カハラ
さんで使っている食材を使ったお料理も多いです。

粉が特徴的でパン粉を使っていないのかな？と思う
ぐらい天ぷらと串カツの中間みたいな衣の感じで、あっ
さりしています。〆に選べるラーメンやもちもちの蕎麦
にからすみをかけた一品もたまりません。

千成寿司
阪急淡路駅の商店街から少し外れた見つけにくい場

所にお店を構えています。ご夫婦でされていてカウン
ター8席です。過去にはミシュランガイドにも掲載されて
いました。いつもはあてを一通り食べてから4～5貫（一
貫は1個なのか2個なのか人によるようですがここでは1
個としています）食べます。やはり日本酒が合いますが、
ワインを飲むことも多いです。いずれにしてもリーズナブ

ＲＯＴＡＲＹ 荒城の月

〈第1782回〉 2023年3月28日（火） 本年度第27回

担当：菊井会員

日本ロータリーの誇り クラブフォーラム
（青少年奉仕部門）－日本ロータリー・次の世紀に向けて－

講師：国際ロータリー第2680地区
直前ガバナー　吉岡　博忠様

担当：中森会員

4月4 日（火）

イマジンロータリー



（１ページより）

P.4~5

【横組記事】

【縦組記事】

[ RI会長メッセージ(RI指定記事) ]
茶道の大家が語った平和への思い
11 月に日本を訪れた際、お目にかかった裏千
家の大宗匠、千玄室さんに教わったことを、私
は一生忘れないでしょう。

P.4~8 [SPEECH]
2022年 6月1日 D.2760 愛知県立渥美農業高
等学校キャリア教育講演要旨 「震災から復興
へ発酵で町づくり」河野通洋氏 自分たちの町
を衰退させた原因は？若者が地元に残りたい
と思うような仕事をつくってこなかった、そこ
で私たちは、まずお互いをよく知り合って、
地域のみんなで幸せになろうという目的を明
確に意識しました。

P.9~12 [シリーズこの人訪ねて] 
萩原勇作さん(D.2790 佐倉中央 RC)
・ローマ教皇にランチを提供し、JALとANAも
結ぶ仕事人です。
・コロナ禍だからできた企画「ステージ成田」
は成田発成田行

P.14~15 [俳壇・歌壇・柳壇]
柳壇に大阪大淀 RC 長谷川眞哲さん
大阪大淀 RC 長谷川孝華子さんが掲載されて
います。

P.16~20 [友愛の広場]
エッセー、海外のRC訪問記、時局雑感など、
1000字以内。関連写真があれば添付してくだ
さい。
大阪中之島RC戸田佳孝さん「身近な」ポリオ
に光を当てる が掲載されています。

P.21~30 [ロータリー・アット・ワーク]
大阪梅田RC支援学校の子どもたちに生の演奏
を!が掲載されています。
・ロータリーの奉仕活動をカラー写真で紹介、
写真と150字程度の説明文。

P.7~15 [特集 地域の森活用術！]
日本国内にある森林の荒廃が問題となってい
ます。全国のRCでも「ロータリーの森」 と名
前を付け、各地で植林活動や整備に尽力して
います。森の資源をどう活用していくのか。そ
の分野で活動するクラブと会員の事例をご紹
介します。
徳島西 RC，米子南 RC，鳥取 RC，豊川宝飯 
RC

P.16~17 [世界ローターアクト週間・学ぼう！Rotaract1]
ローターアクトって何 ?
3月13~19日は世界ローターアクト週間。ロー
タリアンとローターアクターが同じ ロータリー

[世界ローターアクト週間・学ぼう！Rotaract1]
ローターアクトって何 ?
3月13~19日は世界ローターアクト週間。ロー
タリアンとローターアクターが同じ ロータリー
の会員として共に活動していくためには？今月
号からローターアクトクラブについて 4 回にわ
たり学んでいきます。

P.18~21 [RI会長エレクトQ&A(RI指定記事)] 
ROTARY３月号か 皆さんの質問にゴードン・
マッキナリーが答えます 「思いやりを中核的
価値観としてロータリーを率いていくつもりで
す」と RI会長エ レクトは言います。RI 会長
として「『私の年度』ではなく、『一ロータリー
年度』について、私は継続性の大切さを信じ
ており、次年度を切り離しては考えていませ
ん」

P.32 [2022~23年度 地区大会略報 IV]
D.2740，D.2550，D.2660
D.2660、2022年 12月 16~17日大阪国際会
議場での地区大会が紹介されています。

そろそろ桜の季節となってきました。
今週からマスクの着用が緩和されましたが、例会での

着用については、各自の判断として頂きますのでよろしく
お願いします。

本日はフレッシュロータリアン研修に中森さんと行っ
てきます。

来週3/25にIM３組RDが寝屋川にて開催されます。お
忘れなきようご参集下さい。

米山奨学委員会からのお願いで御座います。１年間に
一人の寄付額の希望予算を決めております。お陰様で今
期のクラブとしての予算額には到達しております。お一人
の会員が多額の寄付をして頂いた結果であり、会員皆様
のご寄付は不足しております。ご寄付頂いているのは約
30%の会員です。どうぞ今期・来期とも米山奨学委員会
の存在と寄付の必要性をご理解頂きます様宜しくお願
い申し上げます。

ルな価格を設定されておられます。シャリは赤酢できりっ
としています。あても握りも素材の旨味が生かされた感じ
で大変美味しゅうございます♪

「ロータリーの友」 3月号記事紹介
広報・IT・会報・雑誌委員会報告

委員　谷　康平

幹事報告 幹事：稲垣 良二

米山奨学委員会報告 委員長　中村　浩一　



担当：菊井会員

１．国際奉仕とは

ロータリークラブにおける国際奉仕（International 
Service）とは、書物などを読むことや通信を通じて、さら
には、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあら
ゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の
人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を
培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するため
に会員が行う活動、とされています。

ポリオ・プラスへの貢献から青少年交換性の留学国で
の異文化適応の支援まで、様々な活動がこれに当てはま
ります。

２．大阪鶴見RCの国際奉仕活動

●松岡会員がGSE団長として訪米〈1991年〉

   GSE(Group Study Exchange:ロータリー財団研究グ
ループ交換プログラム)とは、異なる2つの国がお互
いに提携し、事業及び専門職に携わる若い男女が、
地区内会員宅にホームスティしながら職業研修を通
してその国の実情、システム、諸施設を研修する機会
を得ることによって、お互いの国の文化や習慣を学
び、国際理解、親善を図る事を目指すプログラム。

●オーストラリア　ノーフォーク島RCと友好クラブ提
携〈1991年〉

●アッシュフィールドRC解散により、姉妹クラブ解消
〈1999年〉

●カナダ　キッチュナーグランドリバーRCと姉妹提携
〈2002年〉

●アメリカ　ポールワシントンRCと友好クラブ提携
〈2003年〉

●佐藤俊一会員がGSE団長としてアメリカ・テキサスを
訪問〈2010年〉

●フィリピン台風被害に際し、クパオビジネスセンター
RCを通じて義捐金〈2013-14年度〉

●フィリピン貧困地区の新生児登録促進事業（クパオ
ビジネスセンターRC）〈地区補助金2013-14年度〉

●創立３０周年記念式典に於いて台北市華朋ＲＣと
姉妹提携〈2014年〉

●台湾地方にいる子供達にプログラミング設計（入門）
を教える、台北市華朋ＲＣの社会奉仕事業に協賛
し、1,000ドル拠出〈2019年〉●オーストラリア　アッシュフィールドRCと姉妹提携

    〈1986年〉

●国際交流基金の設立（創立５周年の記念事業）

〈趣旨〉国際平和と国際理解のための奉仕は、ロータ
リーの重要なテーマである。わが大阪鶴見ロータ
リークラブも国際ロータリーの一員として国際奉仕
活動に大きな関心を持ち、積極的な活動を続けてき
た。1989年2月には、国際ロータリー第2660地区Ｉ．
Ｇ．Ｆ第6組のホストクラブとして「留学生問題を考

●オーストラリア　アッシュフィールドRCと姉妹提携
    〈1986年〉

●国際交流基金の設立（創立５周年の記念事業）

〈趣旨〉国際平和と国際理解のための奉仕は、ロータ
リーの重要なテーマである。わが大阪鶴見ロータ
リークラブも国際ロータリーの一員として国際奉仕
活動に大きな関心を持ち、積極的な活動を続けてき
た。1989年2月には、国際ロータリー第2660地区Ｉ．
Ｇ．Ｆ第6組のホストクラブとして「留学生問題を考
える」フオーラムを開催し、大きな反響を呼んだこと
は、今なお、記億に新しい。同年7月、当クラブは創立
5周年の祝賀式を挙行したが、その記念事業の一環
として、当クラブ独自の国際交流基金の設立が企画
された。同記念事業よりの拠出金をベースに、さらに
会員の浄財を加えた基金を運用することにより、ささ
やかであるが、当クラブ手作りの国際奉仕活動の実
施を意図するものであり、その運営は下記の綱領及
び規約によるものである

→留学生による作文コンクール

西 野 会 員 会社創立50周年

￥10,000.-　　累計　￥477,000.-

卓 話

3月14日【1781回】

会員数　 　 　 　 2 5 名

（内出席規定免除  9名）

出席会員   16名中 10名

出席免除会員  9名中  5名 

出 席 率 15/21  71.43%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 15名

前々回  2/28 Ｍ/Ｕ1名

修正出席率 15/18 176.19%

担当：鳥居会員

クラブフォーラム（国際奉仕部門）




