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2020-21年度 国際ロータリー会長 ホルガ―・クナーク 

国際ロータリー第 2660地区 2020-21年度ガバナー 簡 仁一  

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１ 真実かどうか   ２ みんなに公平か   ３ 好意と友情を深めるか   ４ みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

◆前回例会◆ 
 ２０２０年９月１７日（第２４５４回例会）  
     ♪創立５０周年記念ソング「心の集い」 
           
 
 【出席報告】     
  会員数 ２７名   出席者 １７名 
  出席率 ６８％   

 

◆会長挨拶◆           河野 優作  

 

 先週、9 月 12 日に地区ロータリー財団セミナーに行っ

てまいりました。場所は大阪 YMCA 会館で行われ、これ

までにも何度か出席していますがやはりコロナの影響で

入場制限があり、通常の半分ほどしか入場できず少し寂

しい雰囲気でありました。 

 

話は変わりますが今月の 5 日～7 日にかけて「特別警

報級の勢力」、「記録的な暴風」と思われていました台風

10 号が沖縄、九州地方に接近し各地で被害をもたらしま

した。もうすでに秋の台風シーズンと呼ばれる季節に入っ

ておりますが、本日 9 月 17 日と 26 日は「大型台風の  

特異日」と言われております。 

「特異日」とは 1年のうちである特定の天気が現れやす

い日のことを「特異日」と呼ぶそうです。例えば 11 月 3 日

の文化の日は晴れの特異日と言われています。気象学

的な原因ははっきりしないようなのですがこのような特異

日の存在は日本だけでなく、世界各地でも古くから経験

的に知られているようです。特異日の情報は天気に左右

される屋外の行事を計画する時に役立ち、実際に 1964

年の東京オリンピックが過去の統計をもとに開催されたこ

とは有名であるそうです。 

大型台風の例としましては 1945 年の 9 月 17 日には

枕崎台風が鹿児島県枕崎付近に上陸し、九州を縦断後、

原爆投下から間もない広島県の西を進み、広島県だけで

死者、行方不明者が2000人を超える 犠牲者を出しまし

た。その 16 年後の 1961 年 9 月 16 日には第 2 室戸台

風が高知県室戸岬に上陸し、17 日にかけて日本列島を

駆け抜けました。この時、室戸岬で 84.5ｍ以上の暴風を

記録しています。 

また、9月26日頃に襲来した台風には1954年の洞爺

丸台風と 1959 年の伊勢湾台風などがあります。洞爺丸

台風では死者、行方不明者が 1100 人以上に達し、伊勢

湾台風では死者、行方不明者が 5000 人を超え、戦後の

台風被害では最悪の被害をもたらした台風でありました。 

9 月の台風の発生数は 8 月までと比較して少なくなる

傾向なのですが、それでも特異日として考えられる理由と

致しましては、進路の違いが挙げられるそうです。この時

期は太平洋高気圧や偏西風など、台風の進路に関わる

気圧配置や上空の流れが夏の季節と変わり、日本付近

に接近しやすい傾向になりやすいため特異日として考え

られているようです。また近年では台風の大型化や降水

量の増加などにより各地で大きな影響を及ぼしていま

す。 

まだ台風のシーズンは続きます。台風の接近が予想さ

れる場合はもちろんのことですが普段からハザードマップ、

防備品の確認など積極的な対応、また準備を心掛けて

いきたい思います。 

 

◆次回の例会プログラム◆ 
 2020年 10月 15日（木） 第 2456回例会 
   
   卓話： 人羅 一磨 様     

◆今週の例会プログラム◆ 
 2020年 10月 1日（木） 第 2455回例会 
   
   卓話： 高橋 太朗 会員    
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◆幹事報告◆              前田 建司 

 ・記念切手「日本のロータリー１００周年」販売に 

  ついて 

 ・１０月例会予定について 

   １０月 １日  卓話 高橋太朗会員 

      １５日  卓話 人羅一磨様 

      ２９日  移動例会 

 ・移動例会について 

   １０月２９日（木） 

    創作日本料理『かえで』 

 

◆委員会報告◆ 

 ・ロータリー財団       委員長 片山 秀樹 

 

 ９月１２日に地区の財団セミナーが開催されました。 

内容は特に大きな変化はありません。今回の内容をひと言

でいうと、しっかり寄付を集めて、それを使って事業をし

て下さい、という事です。当クラブにおきましては、今年

度は補助金事業を計画することは出来ませんでしたが、 

来年度の申請は３月頃に行われます。活動は来年度に入っ

てから行いますので、それに向かって準備をしていきたい

と思います。寄付金目標につきましては、毎年財団１５０ 

ドル、ポリオ５０ドルとなっておりました。今年度は特に

目標は立てないという事ですけれども、最低限それを目指

して頑張っていただきたいと思います。 

 

 ・５０周年記念実行委員会   委員長 黄堂 泰昌 

 

 ５０周年記念実行委員長として、皆様にお知らせさせて

いただきます。 

 昨日、木村貞基会員が、新設されます箕面船場阪大前駅

の広場に設置予定のモニュメントの件で打合せをされま

した。詳細につきましては、追って皆様にご報告したいと

思います。 

 新しく入会された方は、５０周年記念実行委員会って 

なんだろうと思っておられる事だと思います。当クラブは

昨年５０周年を迎え、記念式典を執り行いました。５０周

年記念事業としては、北大阪急行延伸に伴い作られる新駅

駅前広場に、モニュメントを寄贈する事を予定しておりま

した。しかし工事の工期延長の影響で当初予定していた期

日から変わり、２０２１年３月に設置という事で調整をし

ております。 

 それと、本日の例会冒頭で「心の集い」を歌いましたが、

これは５０周年記念事業の一環で、当クラブソングとして 

作成したものです。本日久しぶりに歌う事が出来ました。

そしてこの度、この曲の作曲者であります北川たつやさん

から「心の集い」を youtube にアップしたいとの申し出が

ありました。理事会で審議した結果、異議なしという事で

したので、私の方から北川さんに連絡しました。おそらく

今夜にもアップして頂けると思いますので、その時には 

皆様に知らせいたします。   

◆ゴルフ同好会報告◆       幹事 黄堂 泰昌 

 

 この度、幹事をお願いしておりました木村貞基会員が仕

事などの関係で幹事を続けることが出来なくなったため、

私がしばらくの間幹事を担当することになりました。この

コロナ禍の現状を鑑みまして、大きな声でゴルフコンペを

開催するとは言いにくい状況ですが、ゴルフ場自体は通常

通り営業されており、通常通りプレーすることが出来てお

ります。そこで、この秋に簡単な形でのコンペを開催した

いと考えております。皆様の状況によりましては参加が困

難な方もおられると思いますので、お声はお掛けしますが

ご無理のないようにお願いいたします。 

 

  

◆ＳＡＡ報告◆             木村 知也 

ニコニコ 

吉龍資雄会員：・卒寿内祝い 

        ・上島会員ご当選おめでとうございます

前田建司会員：瀧瀬様、本日は宜しくお願い致します 

        ありがとうございます 

芝野弘三郎会員：瀧瀬様、卓話よろしくお願いします 

西脇  悟会員：コロナ禍、ジワジワと近づいている感が 

        します。地元の中学校でも・・・！  

黄堂泰昌会員：瀧瀬和尚、ようこそ！ 

人羅悠成様・一磨様：今日は先輩（長男）と二人で出席さ 

          せていただきました 

高橋太朗会員：瀧瀬様、ようこそ  

岡内重信会員：瀧瀬尚純和尚様、本日の卓話楽しみにし 

        ています 

河野優作会員：川端さん、瀧瀬さん、卓話お願い致しま 

        す。 

林たかみ会員、木村知也会員、 

米山奨学会 

上島一彦会員：瀧瀬さん、ようこそおいで下さいました。  

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、前田建司会員、高橋太朗

会員、河野優作会員、岡内重信会員 

ロータリー財団 

川端崇且会員：瀧瀬尚純さん、卓話よろしく！  

河野優作会員、前田建司会員、芝野弘三郎会員、西脇悟会員、

黄堂泰昌会員、高橋太朗会員、木村知也会員 

ポリオ基金 

高橋太朗会員、西脇 悟会員、芝野弘三郎会員、片山秀樹

会員 
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◆卓話◆            卓話担当 川端崇且 

 

 本日の卓話は、箕面 RCに

26 年ほど在籍されておられ

ました瀧瀬尚峻さんのご長

男であります瀧瀬尚純さん

をゲストスピーカーとして

お迎えいたしました。コロナ

禍のため、お食事もなく、本

来の例会の形とは全く違ってしまっておりますが、瀧瀬さ

んには箕面ロータリークラブの例会の雰囲気を少しでも

感じていただけたらと思います。 

 

 

『戦国武将を支えた禅の教え』 

         ゲストスピーカー 瀧瀬尚純様 

 

 

 

 

 

 

♦瀧瀬尚純様 ご略歴♦ 

花園大学卒業後、花園大学大学院修士課程・博士課程を経

て国際禅学研究所研究員 

現在、大阪府箕面市、臨済宗妙心寺派 寒山寺住職 

主な研究領域 白隠慧鶴を中心とした日本近世臨済宗史。

主著 中尾良信先生との共著『栄
えい

西
さい

』創元社 2017 

 

 

 

 ☆瀧瀬尚純様、大変興味深いお話をありがとうございま  

  した。是非また箕面ロータリークラブの例会にお越し 

  くださいませ☆ 

 

 

 

 

 

 

◇特殊切手「日本のロータリー１００周年」発行の 

 お知らせ◇ 

 

日本郵便株式会社は、１９２０（大正 9）年に日本初 

の東京ロータリークラブが創立され、今年で１００周  

年を迎えることを記念して、特殊切手「日本のロータ 

リー１００周年」を発行します。詳細は下記のとおり 

です。 

 

 【名称】 日本のロータリー100 周年 

 【発行】 2020 年9 月18 日（金） 

 【種類】 84 円郵便切手 

 【シート構成・意匠】 

 

 

   

 

 

 

 

  ・ロータリーが支援する６つの重点分野 

  （1） 平和の推進 

  （2） 疾病との闘い   

  （3） 水と衛生 

  （4） 母子の健康 

  （5） 教育の支援 

  余白：ロータリーが支援する6 つの重点分野と国際留 

     学生支援米山記念奨学会のシンボルマーク 

 【売価】 1 シート840 円 

 【小切寸法】 縦38.5 ㎜×横28.0 ㎜ 

 【印面寸法】 縦38.5 ㎜×横25.0 ㎜ 

 【シート寸法】 縦115.5 ㎜×横168.0 ㎜ 

 【切手デザイン】 玉木 明（切手デザイナー） 

 【版式刷色】 グラビア6 色 

 【発行枚数】 500 万枚（50 万シート） 

 【販売場所】 

  ・全国の郵便局など 

  ・郵便局のネットショップ 

  ・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 


