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㜰㞴Ἴ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ㐌ሗ

ᲢᇹעғǬȐȊȸ ቇ ʶɟᲣ

 ᪥ ࡢ ༟ ヰ

ḟ ᅇ ࡢ ༟ ヰ

࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㸲ࡘࡢࢸࢫࢺ


㸵᭶㸷᪥㸦ᮌ㸧
㸵᭶㸯㸴᪥㸦ᮌ㸧
ゝ⾜ࡣࡇࢀ↷ࡽࡋ࡚ࡽ
ࢸ࣮࣐
ࢸ࣮࣐
 ࠕྛጤဨάືィ⏬ㄝ᫂ࠖ  ࠕྛጤဨάືィ⏬ㄝ᫂ࠖ 㸯㸬┿ᐇ࠺
༟ヰ⪅  
㸰㸬ࡳࢇ࡞බᖹ
༟ヰ⪅  

ࢡࣛࣈዊࠊฟᖍ㺃ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ
ࢡࣛࣈሗ㺃㞧ㄅࠊዲࠊᗈሗ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪࠊ㟷ᑡᖺዊ/RACタ❧‽ഛ
ࡢྛጤဨ㛗

ࢡࣛࣈ⤌⧊࣭ဨቑᙉࠊဨ㑅⪃ࠊ
⫋ᴗศ㢮ࠊሗ࣭つᐃࠊ⫋ᴗዊࠊ
♫ዊ/SAAࡢྛጤဨ㛗







㸲㸬ࡳࢇ࡞ࡢࡓࡵ࡞ࡿ࠺

  ݜ㹐-㹍-㹒-㸿-㹐-㹗
䠮䇲䠫䇲䠰䇲䁰䠝䇲䠮䇲䠵䠈㼀㼔㼍㼠㻌䡏䡌䡁䡈䡈䡏 䠮䡋䡐䠽䡎䡕䠊㻌
䠮䠫䠰䁰䠝䠮䠵 䡅䡏 䡇䡊䡋䡓䡊 䡋䡊 䡈䠽䡊䡀 䠽䡊䡀 䡏䡁䠽䁰䠊㻌
䠢䡎䡋䡉 䠪䡋䡎䡐䡄 䡐䡋 䠯䡋䡑䡐䡄䁰䠈㻌
䠢䡎䡋䡉 䠡䠽䡏䡐 䡐䡋 䠳䡁䡏䡐䁰䠈㻌
䠤䡁㻌 䡌䡎䡋䡂䡅䡐䡏 䡉䡋䡏䡐 䁰䡓䡄䡋 䡏䡁䡎䡒䡁䡏 䡐䡄䡁 䠾䡁䡏䡐䠗㻌
䠮䇲䠫䇲䠰䇲䁰䠝䇲䠮䇲䠵䁰䠈䡐䡄䠽䡐 䡏䡌䡁䡈䡈䡏 䠮䡋䡐䠽䡎䡕䠊㻌

➨㸰ᅇ  ᮏ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㛤  㸦Ⅼ㚝㸧 ㏻⟬➨㸰㸮㸷㸰ᅇ
࣭࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢯࣥࢢ ࠕROTARYࠖ
࣭ࢯࣥࢢ࣮ࣜࢲ࣮  ᮏ㛫୍ᡂဨ
࣭᮶ᐈ⤂     ዲጤဨ
࣭ࢫࢺࣞࢵࢳ

 㣗
࣭ḷࣆࣀ    ᮌୗ⿱Ꮚ 
࣭㛗ሗ࿌     ᕝཱྀᰤィ㛗
࣭ᖿሗ࿌     ⚟⏣ ᛅᖿ
࣭ጤဨሗ࿌    ྛጤဨ㛗
࣭ฟᖍሗ࿌     ฟᖍጤဨ
࣭ࢽࢥࢽࢥ⟽ሗ࿌  㹑㸿㸿
࣭༟ヰ   

㛢  㸦Ⅼ㚝㸧

㸱㸬ዲពࢆ῝ࡵࡿ

ࢽࢥࢽࢥ⟽ሗ࿌
๓ᅇࡢྜィ 㻃㸰㸲㸮㸪㸮㸮㸮
ᮏ᪥ࡲ࡛ࡢ⣼ィ  㻃㸰㸲㸮㸪㸮㸮㸮 㐩ᡂ 
㸵᭶ᮎࡢண⟬㢠  㻃㸱㸱㸮㸪㸮㸮㸮
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ဨ
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ᩘ㸳 㸶 ྡ
ฟᖍච㝖ࢆ㝖ࡃ     
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ᖍ
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㜰㞴Ἴ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ      ᪥ ẖ㐌ᮌ᭙᪥ 㸯㸰㸸㸱㸮
❧ 㸯㸷㸵㸴ᖺ㸶᭶㸳᪥      ሙ  ࢫࢫ࣍ࢸࣝ༡ᾏ㜰7㝵 Ⱗࡢ㛫
㛗㸸ᕝཱྀᰤィ  ᖿ㸸⚟⏣ ᛅ  ሗ࣭㞧ㄅጤဨ㛗㸸୕ᓥᩄᏹ ົᒁ㸸Ᏻ㒊ளᕼᏊ
ົᒁ ࠛ542-0076 㜰ᕷ୰ኸ༊㞴Ἴ5-1-60 ࢫࢫ࣍ࢸࣝ༡ᾏ㜰㸳㝵
TEL 06-6632-3956  FAX 06-6632-3957  e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp

  ๓ᅇࡢグ㘓 ➨㸯ᅇ  㸵᭶㸰᪥㸦ᮌ㸧
ۻ᮶ᐈ⤂㸸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ   
  
ۻ㛗ሗ࿌㸸ᕝཱྀ㛗
ࡇࢇࡕࡣࠋࡇࡢᗘࠊ㜰㞴Ἴ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ
ࡢ㛗ᑵ௵࠸ࡓࡋࡲࡋࡓᕝཱྀ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
㸯ᖺ㛫ࠊ⢭୍ᮼ㡹ᙇࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ
࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᅄኳ⋤ᑎᝒ⏣㝔ࡼࡾࠊᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
ࢫឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡋ࡚ࠕᝒ⏣㝔┅㋀ࡾࠖࢆ୰Ṇ
ࡍࡿࡈ㐃⤡ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
㜰᯽ཎ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࡼࡾ❧࿘ᖺグᛕㄅ
ࡀᒆࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡉ࡚ࠊᮇࡢ㛗ሗ࿌࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ๓す㔝㛗
ࡣࠊᵝࠎ࡞࠾ᩱ⌮ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣࠊ๓ᮇࠊ
◊ಟጤဨ㛗ࢆ௮ࡏࡘࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ᪂
ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ୰ࠊᖺ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋ
ࡓࠕ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢆ▱ࡾࡲࡋࡻ࠺ࠖࢆ㛤ദ࡛ࡁ
ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ‽ഛࡋ࡚
࠸ࡓཎ✏ࡢ〇స㐣⛬ࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ከࡃࡢ࣮ࣟࢱࣜ
ࣥࡢຌ⦼ࡼࡾࠊ᪥ࡢ⚾ඹࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜάື
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆࡲࡊࡲࡊᐇឤࡋࠊ᭦ᛮ
ࢃࢀࡿඛ㍮ဨࡢⓙᵝࡶ࠾ࡽࢀࡲࡍࡀࠊᨵࡵ࡚
ࠕ࣮ࣟࢱࣜࣥࡢ㊊㊧ࠖ㢟ࡋ࡚ࠊẖᅇࠊ࠾ఏ࠼
ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ࣮ࣟࢱࣜࣥ
ࡋ࡚ఱࢆࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇࡣࠊ➨୍⩏⨨
ࡎࠊே≀ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞⏕ࡁᵝࢆࡉࢀࡓࠊࡲ
ࡓ♫ࡢࡼ࠺࡞㈉⊩ࢆࡋࠊᙳ㡪ࢆ࠼࡚ࡇࡽ
ࢀࡓゝ࠺ほⅬࢆ୰ᚰ࡛ࡁࡿࡔࡅဨࡢⓙᵝ
ࡀ⯆ࢆᢪࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ே≀ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ࠾ఏ
࠼ฟ᮶ࡓࡽ㢪ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞⣲
ᬕࡽࡋ࠸ඛ㥑⪅ࡀ࠾ࡽࢀࡿࡇࢆ᪂ࡋ࠸ဨࡢⓙ
ᵝࡀ☜ㄆࡋࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈࢆࡾᛮࡗ࡚
㡬ࡅࡿ㢪࠸ࢆ㎸ࡵ࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡉ࡚ᮏ᪥ࠊ➨ᅇ┠ࡢே≀ࡣࠊࡸࡣࡾࠕ⡿ᒣᱵ
ྜྷ࡛ࠖ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢᚋࡶẖᅇ࣏࣮ࣞࢺࢆ㓄ᕸࡉ
ࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࡀࠊඛ࠾ఏ࠼࠸ࡓࡋࡲࡍࡀࡈ⯆
ࡢ࠶ࡿ᪉ࡣ࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚾ࡶẖᅇࡍ࡚ࢆ࠾
ㄞࡳࡍࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊ≉➹ࡍࡁཪࡣ⮬ศ࡞ࡾ
⯆ࢆࡑࡑࡽࢀࡓ㡯ࢆ➃ᢡࡗ࡚࠾ఏ࠼ࡋࡼ࠺
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ⡿ᒣᱵྜྷࠖࡣࠊゝࢃࡎ▱ࢀࡓ᪥ᮏࡢ࣮ࣟࢱ
࣮ࣜࢡࣛࣈࡢ⏕ࡳࡢぶ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᙼࡢຌ⦼ࡀ
ᢤࡁࢇ࡛࡚࠸ࡿゝ࠺ࠊ⚾ಶேࡋ࡚ࡣࠊ᮶
㐌࣏࣮ࣞࢺࡉࡏ࡚㡬ࡃ⚟ᓥ႐୕ḟࡢຌ⦼ࡢ࠺ࡀ
ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠕ⡿ᒣᱵྜྷࠖࡣ⏕ᾭࢃ
ࡓࡾ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ௨ୖᵝࠎ࡞ዊࢆ⾜࠸ࡲ
ࡋࡓࡀࠊᅇࢆྵࡴ㒊ࢃࡓࡾᚋ᪥ࡶࡲࡓࣞ
࣏࣮ࢺࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏ᪥ࡢ≉➹㡯ࡣࠊ୰
ẁ࠶ࡓࡾࡢࠊᾏ⯚ᖌࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡸࠊᕳ
ᮎࡢᣢㄽࡢࠕ᪂㞃ᒃㄽ࡛ࠖࡍࠋࡈ⯆࠶ࡿ᪉ࡣ⇍
ㄞ㡬ࡅࡓࡽᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ۻᖿሗ࿌㸸⚟⏣ᖿ
ᮏ᪥⤊ᚋࠊᐃ⌮ࢆ㛤ദࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ⌮ᙺဨࡢ᪉ࡣࡈฟᖍࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
࣓࣮ࣝ࣎ࢵࢡࢫୖᮇ㈝ࠊ࿘ᖺ✚❧㔠ࠊᆅ
༊㈨㔠ศᢸ㔠ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ㈈ᅋ⡿ᒣዡ

Ꮫࡢᐤࡢㄳồ᭩ࢆධࢀࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ㈝ࡣ㧗㢠࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡞ࡿ
ࡃ㖟⾜ࡾ㎸ࡳࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪
࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ඛ⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓୖᮇ㈝➼ࡢ௳࡛ࡈࡊ
࠸ࡲࡍࡀࠊ๓ᖺᗘィࡀࢥࣟࢼ⚝ࡢᙳ㡪ࡼ
ࡾࠊᖺࡼࡾࡶ࡞ࡾవࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛
࿘ ᖺ ✚❧㔠 ࢆ ᮏᖺᗘ ࡢ ࡳ  Ѝ  
㸦ୖᮇ࣭ୗᮇࡶ㸧ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋⓙᵝ
ࡢᮏ᪥࣏ࢫࢸࣥࢢࡢ㒔ྜୖࠊ᪥᭶㸯᪥
ᣢࡕᅇࡾ⌮࡚Ỵ㆟ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓ
ࢆࡈሗ࿌⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ሙࡢࡇ࡛ࡍࡀࠊᖺᗘࡣ㸶)ࢆ࣓ࣥ
ሙࡋ࡚⾜࠺ࡇࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ
࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ┤㏆ࡢ᭶ࠊ
᭶ࡣ᭶᪥௨እࡣ㸶)࡛ࡢ㛤ദ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࣮ࣟࢱ࣮࣮ࣜࣞࢺኚ᭦ࡢ࠾▱ࡽࡏ࡛ࡍࠋ㸵᭶ࡢ
࣮ࣞࢺࡣ㸯ࢻࣝ㸻㸯㸮㸵࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㐌ሗࡢࣇࣝࢆཷ⨨࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛
࠾ᣢࡕᖐࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ۻጤဨሗ࿌
ۍዲጤဨ㸸᳃ጤဨ㛗
㸵᭶㸯㸴᪥㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㛗ᖿ៘ປ
ࡢ⥾ࡵษࡾࡀᮏ᪥ࡲ࡛࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡲࡔࡈᥦฟࡉࢀ࡚
࠾ࡽࢀ࡞࠸᪉ࡣࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ࢽۻ
ࢽࢥࢽࢥ⟽ሗ࿌㸸Ⲩ
Ⲩᒣ㹑㸿㸿
ᕝཱྀᰤィ㸸ᮏ᪥ࡼࡾᮇࡀጞࡲࡾࡲࡍࠋ⢭୍ᮼ
㡹ᙇࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠺ࡒ୍ᖺ㛫ࡼࢁ
ࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
⚟⏣ ᛅ㸸ᖺᗘᖿࢆ௮ࡏࡘࡾࡲࡋࡓ⚟⏣
࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ୍ᖺ㛫ࠊ㛗ࡢ⿵బ
ᙺࡋ࡚㡹ᙇࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊⓙᵝᐅࡋ
ࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
㇂ཱྀ ຮ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿጞࡵ⌮ࠊᙺဨ
ࡢⓙᵝࡢࡈά㌍ࢆ࠸ᮇᚅ࠸ࡓࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᆅᗤඖ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿጞࡵ⌮ࠊᙺဨ
ࡢⓙᵝࠊᮏᖺࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋ
ᒣ⏣ㄔ୍㸸ࢥࣟࢼ࡛㸱᭶㸯᪥ࡼࡾබᅬ⥳ᆅࢆ
ዪᡣ㸳㸯࢝ᡤ㸴㸮ᅇ㌴࡛ᘚᙜᣢཧ
࡛⾜ࡁࡲࡋࡓࠋࡵࡕࡷ✵࠸࡚ࡓࠋ
ᒣ⏣ㄔ୍㸸㟷✵ࡢࡶࠊᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࡢ
ᖺᗘ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ୍ᖺᴦࡋࡲ
ࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⏣ዲᩥ㸸ᖺᗘᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮
ࠊᙺဨࡢⓙᵝࠊ୍ᖺ㛫ᐅࡋࡃ࠾㢪
࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
㐲⸨୍㑻㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࢆ➹㢌ᇳ⾜
㒊ࡢ᪉ࠎࡢά㌍ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
༓⏣ᛅྖ㸸㛗ࠊᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢⓙᵝ᪉ࠊᮇ
୍ᖺࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ኟ ᫂⩏㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢ
ⓙᵝࠊ୍ᖺ㛫㡹ᙇࡗ࡚ୗࡉ࠸ࠋᖺ
ࡶࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
Ⲷཎ ዡ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ୍ᖺ㛫ࡼࢁࡋ
ࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ⓑ㔝㝧୍㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ୍ᖺ㛫ࣚࣟࢩ
ࢡࠋ
కᩗྖ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢ
ⓙᵝࠊ୍ᖺ㛫࠾ୡヰࡅࡲࡍࠋࡼࢁ
ࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
⳺⏣ྜྷぢ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢ
ⓙᵝࠊᮏᖺࡶᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲ
ࡍࠋ㛗ᮇḞᖍ࠾ルࡧࠋ
す㔝ᩥ⚽㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢⓙ
ᵝᮏᖺᗘࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
▼ᕝ┈୕㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⣲ᬕࡽࡋ࠸㟷
࠸✵ࡢࡶ⯪ฟ࡛ࡍࠋ࡚ࡶᴦࡋ࠸
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡀጞࡲࡾࡲࡍࠋ
ᒸす㇏༤㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢⓙ
ᵝࠊᮇࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
すཎⰾ༤㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ୍ᖺ㛫ᐅࡋࡃ
࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
ஂಖᖾ୍㸸㛗ᖿࠊⓙᵝ㡹ᙇࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᚎ ṇⴊ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊᑵ௵࠾ࡵ࡛
࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ఀ⸨ ோ㸸ᖺᗘᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊ
ᙺဨࡢⓙᵝࠊ࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸
⮴ࡋࡲࡍࠋ
ᯘ ༤அ㸸᪂ᖺᗘࠊᨵࡵࡲࡋ࡚ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴
ࡋࡲࡍࠋ
ᯇᾆᏕᑦ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢⓙ
ᵝࠊ୍ᖺ㛫ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
୰ᕝ㟼ኵ㸸᪂ᖺᗘࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋᕝཱྀ㛗ࠊ
⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢⓙᵝᮏᖺᗘ
ࡶᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
❧ⰼⱥྖ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࡣࡌࡵ⌮ࠊᙺ
ဨࡢⓙᵝࠊᮇࡶᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋ
ࡲࡍࠋ
⡿⃝ ຮ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ୍ᖺ㛫ᐅࡋࡃ
࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
ᯇ⏣⚞⬍㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊᮇ୍ᖺࡼࢁ
ࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
᳃⏣ ⣡㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢ
ⓙᵝࠊ୍ᖺ㛫ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲ
ࡍࠋḞᖍ࠾ルࡧࠋ

᳃⏣ ⣡㸸す㔝┤๓㛗ࠊ❧ⰼ┤๓ᖿࠊ⌮ࠊ
ᙺဨࡢⓙᵝࠊ୍ᖺ㛫࠾⑂ࢀᵝ࡛ࡋࡓࠋ
᳃ ᆂྖ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ୍ᖺ㛫ᐅࡋࡃ
࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ⚾⮬㌟ࡶ୍ᖺ㛫ຮ
ᙉࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡈᣦᑟࡈ㠴
᧡ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ΎỈ୍ே㸸ᖺ୍ᖺࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ୖᮡ❳ኴ㑻㸸᪂ᖺᗘࠊᮏᖺࡶ୍ᖺ㛫ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪
࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ6$$㡹ᙇࡾࡲࡍ㸟
㕱㷂 ⸅㸸๓㛗ࠊᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢ᪉ࠎ୍
ᖺ㛫ᐅࡋࡃᚚ㢪࠸ࡋࡲࡍࠋㄌ⏕᪥ࢆ
⮬⚃ࡋ࡚ࠋ
୕ᓥᩄᏹ㸸ᮏᖺᗘࡶ୍ᖺ㛫࠺ࡒᐅࡋࡃ࠾㢪࠸
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋᕝཱྀ㛗ࠊඛ᪥ࡣ࠾
ୡヰ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
᪩ᰩ⩏ᩥ㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨࡢ
ⓙᵝࠊ୍ᖺ㛫ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋ
ࡲࡍࠋ
ᮏ㛫୍ᡂ㸸᪂ᖺᗘࠊ᪂㛗ࠊ᪂ᖿࠊဨⓙࡉ
ࢇᖺࡶࡼࢁࡋࡃࠋ
୰ᨻႹ㸸๓す㔝㛗ࠊ❧ⰼᖿࠊࢿࢡࢱࣉ
ࣞࢮࣥࢺឤㅰࠋ
Ⲩᒣ⩏㞝㸸୍ᖺ㛫ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
ᒸᮏ┿୍㑻㸸ᕝཱྀ㛗ࠊ⚟⏣ᖿࠊ⌮ࠊᙺဨ
ࡢⓙᵝࠊᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

ۻ༟ヰ ࢸ࣮࣐ ࠕᑵ௵ᣵᣜࠖ

    ༟ヰ⪅ ᕝཱྀᰤィ㛗
 ⚟⏣ᛅᖿ


ᣢࡕᅇࡾ⌮㆟㘓 2020.7.1㸧
1. ࿘ᖺ✚❧㔠ࡘ࠸࡚ࠊᖺୖᮇࠊୗᮇဨ୍ேᙜࡓࡾྛ5,000⣡ධ㡬࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ2020-21ᖺ
ᗘࡣ2,500 ୖᮇ㺃ୗᮇࡶ ῶ㢠ࡍࡿࡇࡀᢎㄆࡉࢀࡓࠋ

㸵᭶ᗘᐃ⌮㆟㘓
1.ᖺ㛫ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝཬࡧᅄ✀ࡢ࠾⚃࠸ࡘ࠸ู࡚⣬ࡢ㏻ࡾᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
2.2020-2021ᖺᗘண⟬ࡘ࠸࡚ࠊᯇ⏣ィࡽ᭩㠃࡛♧ࡉࢀヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ
3.㸶᭶ࡢဨቑᙉ࣭᪂ࢡࣛࣈ⤖ᡂ᥎㐍᭶㛫༟ヰࡘ࠸࡚ࠊ㸶᭶㸰㸮᪥㸦ᮌ㸧ᆅ༊ࡽ༟ヰ
࠾㉺ࡋ࠸ࡓࡔࡃணᐃ࡛࠶ࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
4.㛗ᖿ៘ປࡘ࠸࡚ࠊ㸵᭶㸯㸴᪥㸦ᮌ㸧࣒࣮࡚ࣛࣥ㛤ദࡋࠊ⌧ᅾ㸰㸷ྡฟᖍணᐃ࡛
࠶ࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
5.ࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫᑐ⟇ࡘ࠸࡚ពぢࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
6.᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫᑐ⟇㛵㐃ࡢዊάືࡘ࠸࡚ࠊኟඖ㛗ࡼࡾᥦࡀ࠶ࡾヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ

ȭȸǿȪȸƸೞ˟ƷǛƘ
 ࠰ ࡇ  ᨥ ȭ ȸ ǿ Ȫ ȸ ˟ ᧈ

țȫǬȸȷǯȊȸǯ

㹐㹇㛗ࡢࢸ࣮࣐せ⣙
࣭⌧ဨࢆ⥔ᣢࡋࠊࡉࡽࠊࢡࣛࣈࡩࡉࢃࡋ࠸᪂ဨࢆເࡗ࡚
⤌⧊ࢆᙉࡃࡋࠊ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡛ࠊ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢆᡂ㛗ࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ࣭࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣ౯
್ࢆඹ᭷ࡋࠊ㧗₩࡞ᚰࢆᣢࡘேࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࠋே⬦࡙ࡃࡾࡢᶵࡀࠊேࡧࢆ
࣮ࣟࢱ࣮ࣜᘬࡁࡘࡅࡿࠋ࣭࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊኚࢃࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᪂ࢡࣛࣈࡢタィ
⪅ࡣࠊⱝ࠸ேࡓࡕ࡛࠶ࡿࡁࡔࠋ⎔ቃࡶࡗ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊㄢ㢟❧ࡕྥ࠸ࠊⱝ࠸ୡ௦
࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡢᡬࢆ㛤ࡇ࠺ࠋ᪂ဨࡣ᪂ࡋ࠸ど㔝⤒㦂ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋ࣭ࡍ࡚
ࡢࢡࣛࣈࠊᑡ࡞ࡃࡶᖺ㸯ᗘࠊᡓ␎❧㆟ࢆ㛤࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㸳ᖺᚋࡢࡼ
࠺࡞ࢡࣛࣈ࡞ࡾࡓ࠸ࢆ⮬ၥࡋࠊࢡࣛࣈࡀဨࡶࡓࡽࡍ౯್ࢆㄆ㆑ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭࣮ࣟࢱ࣮ࣜࡣࠊዊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇࡋࠊࡇࢀࢆࡸࡾ㐙ࡆࡿᶵࢆ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋዊ
ࡢࢹࢆᐇ⾜⛣ࡍࡓࡵࠊୡ⏺ࢆ᪑ࡍࡿᶵࠊࡑࡋ࡚ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᶵࡶ
࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ࣏ࣜ࢜᰿⤯ࡢࡼ࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡽࠊ㸯ᮏࡢ᳜ᶞࡲ࡛ዊࡍࡿᶵࡢ
ᡬࢆ㛤࠸࡚ࡃࢀࡿࠋࡼࡾ㇏࡛ព⩏࠶ࡿே⏕ࡢᶵࡢᡬࢆ㛤࠸࡚ࡃࢀࡿࠋ࣮ࣟࢱ࣮ࣜ
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ↓㝈ࡢᶵࡢᣍᚅࡔࠋ

᭶䧖ㄌ⏕᪥䨛㏄䧔䨒
䨕䨔ဨྛ
㻌

㸦ᆅ༊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ
   㛗࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆほࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ㸧

7᭶ ဨኵேㄌ⏕᪥ ࠾ࡵ࡛࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ

  7᭶2᪥ ⥙ᖸᗣྐဨኵே ⨾✑ᵝ  7᭶3᪥ す㔝ᩥ⚽ဨኵே ␃⨾ᵝ

ࡇࢀࡽࡢணᐃ
7᭶16᪥㸦ᮌ㸧࣭㛗ᖿ៘ປ 
7᭶23᪥㸦⚃࣭ᮌ㸧ఇ
7᭶30᪥㸦ᮌ㸧࣭⮫⥲     
8᭶6᪥㸦ᮌ㸧࣭ᐃ⌮
8᭶13᪥㸦ᮌ㸧ఇ

ロータリアンの⾜跡 vol.２
福島喜三次 ダラス、東京、⼤阪 RC

９July 2020
⼤阪難波ロータリークラブ
会⻑ 川⼝栄計

福島 喜三次（ふくしま きそうじ、1881 年 10 ⽉ 10 ⽇ - 1946 年 9 ⽉ 17
⽇）は実業家。⽇本⼈初のロータリアン。元ダラスロータリークラブ会員。
1920 年東京ロータリークラブを設⽴し同初代幹事に就任。⼤阪ロータリーク
ラブ設⽴にもかかわり、1922 年同初代幹事。
経歴
佐賀県⻄松浦郡有⽥町本町⽣まれ。2 歳のとき⽗を亡くす。⼩学校時代から終
始級⻑を務めるなど秀才で鳴らし、⻑崎商業学校（現⻑崎市⽴⻑崎商業⾼等学
校）⾸席を経て、1904 年東京⾼等商業学校（現⼀橋⼤学）を⾸席で卒業。⼀
橋では同級の向井忠晴（三井総元⽅理事⻑や⼤蔵⼤⾂を歴任）、佐藤尚武（外
務⼤⾂や参議院議⻑を歴任）と⾸席を争った。
同級の向井とともに 1904 年三井物産⼊社。1905 年からニューヨーク⽀店勤
務。三井物産⼦会社であるダラスの東洋綿花社⻑を務め、⽇本⼈初のロータリ
アンに推挙された。上海⽀店⻑等を経て、1936 年三井合名会社理事。妻アサ
は、外交官で外務省通商局⻑や駐ブラジル公使等を歴任した杉村濬の娘。国際連盟事務次⻑等を歴任した
杉村陽太郎とは義理の兄弟。
⽶⼭梅吉との出会い（ダラス会談）
男爵⽬賀⽥種太郎を委員⻑とする政府特派財政経済委員として渡⽶した⽶⼭梅
吉が、当時、ダラスで三井物産の現地法⼈において綿花輸出の次席として勤務
していた福島喜三次に往復 3 ⽇の道のりを経て、1918 年元⽇、ダラス福島家
において会談。この時すでに福島は 1917 年に⽇本⼈として初めてのダラス
RC 会員となっており、⽶⼭にもこの話題の話をしていたと推測されている。
⽶⼭４９歳、福島３６歳の時である。
東京ロータリークラブの設⽴
1919 年、約２年間に及ぶ熱⼼なロータリー活動を終え帰国する福島に ロータリー会員仲間は是⾮、⽇本
にもロータリークラブを作るように勧め、そして、1920 年 2 ⽉ 28 ⽇付で、シカゴのロータリークラブ国
際連合会から東京にロータリークラブを作るべく、特別代表を委嘱される。のち⽶⼭梅吉と会談し、チェ
ス・ペリー事務総⻑宛のこの報告に次の如く記されている。
「当地事情を詳細調査の結果、⼤分前に全権を⽶⼭梅吉⽒に⼀任しました。同⽒は三井銀⾏の常務取締役
であり、この⽬的のために最適任者であると考えます。最近になって⽶⼭⽒は私を訪ねて⾒えました。こ
の計画に対して強い熱意を⽰され、クラブ設⽴に明るい⾒通しを持っておられます｡私も全く同感でありま
す。」
1920 年東京ロータリークラブの創⽴総会を東京銀⾏協会において開催し、初代会⻑に⽶⼭梅吉。福島は初
代幹事となり、ここに⽇本初のロータリークラブが誕⽣した。ロータリークラブ国際連合会の加盟承認
は、翌 1921 年 4 ⽉１⽇で、登録番号は、855 番であった。
⽶⼭は、メンバーを選ぶについて、⾼い基準を設けた。いわば国家的な⼈物、国際的な視野を有する⼈物
というのが選考の基準であった。このような考え⽅は、⼤阪ロータリークラブにもそして、その後のロー
タリークラブへと受け継がれた。国際的な視野ということからすれば、英語ができることが前提であっ
た。
東京ロータリークラブの創⽴時の会員は、以下の 24 名である。現在の⼈にはほとんど知るところがないの
で、名前だけでなく、どんな⽴場であったかを東京クラブの『わがクラブの歴史』（昭 30.05.25）から抜
き出してみる。
■深井 英五 ⽇本銀⾏ 理 事 銀⾏
■藤野 正年 ⽇本製⿇ 重 役 製⿇
■福島喜三次 三井物産 副⽀配⼈ ⽺⽑輸⼊
■藤⽥
譲 明治⽣命 重 役 ⽣命保険
■藤原 俊雄 内外興業 重 役 ⾃動⾞販売

■堀越善重郎
■星
⼀
■井上敬次郎
■磯村豊太郎
■伊東⽶次郎
■岩井重太郎
■樺⼭ 愛輔
■梶原 仲治
■岸 敬⼆郎
■北島
亘
■倉地 誠夫
■牧⽥
環
■⻑野宇平治
■⼩野英次郎
■佐野 善作
■清⽔ 釘吉
■対島健之助
■和⽥ 豊治
■⽶⼭ 梅吉

堀越商会 会 主 ⽣⽷輸出
星 製 薬 社 ⻑ 製薬
東京市電気局 局 ⻑ 電⾞
北海道炭鉱 重 役 ⽯炭
⽇本郵船 副社⻑ 航海
⽇興証券 社 ⻑ 信託
⽇本製鋼 社 ⻑ 製鋼
正⾦銀⾏ 副頭取 為替
芝浦製作 重 役 電器製作
北島商会 会 主 株式仲買
三
越 重 役 百貨店
三井鉱⼭ 重 役 鉱⼭
建築技師
建築設計
興業銀⾏ 副総裁 産業銀⾏
商科⼤学 学 ⻑ 教育
清 ⽔ 組 組 主 建築
東京⽇々 重 役 新聞
富 ⼠ 紡 社 ⻑ 紡績
三井銀⾏ 重 役 商業銀⾏

⼤阪ロータリークラブの設⽴
1921 年⼤阪に転任した福島は、加島銀⾏の星野⾏則と会談し、⼤阪にロータリークラブを作る必要性を話
し合いました。翌 1922 年、星野⾏則がロータリークラブの実況を視察することになり、先ずシカゴの本
部を訪れた。当時の Perry 幹事に⾯会した同君は、創⽴に関する全権を依嘱され、同年 11 ⽉ 1 ⽇第⼀回の
創⽴準備会を中之島⼤阪ホテルにて開催した。その後チャーターメンバーを選び、クラブ細則原案を作
り、⼤正 11 年（1922 年）11 ⽉ 17 ⽇創⽴総会を開いた。
■ 選ばれたチャーターメンバーは
･浅井 義、･江崎 政忠、･藤沼 庄平、･福島 喜三次、･⻑⾕川 五郎、･平⽣ 釟三郎
･星野 ⾏則、･伊藤 忠兵衛、･⽚岡 安、･⽚岡 直⽅、･⽊村 清、･⽊間瀬 策三
･北⽥ 内蔵司、･清瀬 ⼀郎、･児⽟ ⼀造、･⼩林 ⼀三、･前⽥ 松苗、･村⽥ 省蔵
･坂⽥ 幹太、･関 ⼀、･下村 耕次郎、･進藤 嘉三郎、･⾼原 操、･⾼⽯ 真五郎、
･⼋代 則彦
の 25 名であった。福島は初代から 5 代まで幹事を務めた。

大阪ＲＣ創立

