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4つのテスト

●真実かどうか

第1725回例会

卓話
私の職業

福原

●みんなに公平か

平成31年3月18日

●好意と友情を深めるか

幹事報告

榎原幹事

1 ．1982−83年度会長を務められた宮川定吉様が平成
30年12月19日にご逝去されました。ここに哀悼の

斉 会員

意を表し謹んでお知らせ申し上げます。

今週の歌

2 ． 2 月18日理事会報告
・ 4 月プログラム、春の移動例会．吹二場所、片

「R−O−T−A−R−Y」

山ポケットパークの件、承認
・社会奉仕事業として視覚障害者柔道の講師の講

前回内容

会長挨拶

大藤会長

皆さん今晩は。 2 週間ぶりの例会でございます。お
元気で何よりでございます。
21日に北海道で震度 6 弱の地震がありました。北海
道では札幌市内で義理の兄が高校教師をしております
が、市内は震度も弱く良かったのですが、先だっての
防災のお話が役に立つようなアドバイスができたよう
な気がします。ただ、この季節北海道は、雪を道路わ
きに積み上げる地域があるので小さい地震でも倒れる
ことがあり危険とのことでした。大阪とは、また違っ
た防災意識があると感じました。
さて、先週には木瀬部屋様のご厚意により、吹田第
二小学校にて吹二場所を開催いたしました。全校生徒
対象であり、時間もいつもの開催時間より多めでした
が、学校全体での催しでロータリアンも多数ご参加い
ただき盛大でありました。本田委員長及び紙谷会員の
ご尽力により、大成功であったと思います。子供たち
の笑顔が目に焼き付いております。
ある小児科の先生が言っておられました。子供を一
人救うことにより、無限の子供達が生まれ幾つもの人

演を福祉関係・学校関係を対象に次年度を含め
て計画を進める
3 ．ロータリーの友 3 月号をお配りしました。
4 ． 3 月16日（土）にIM第 2 組ロータリーデーがホテ
ル阪急エキスポパークにて14時から開催されま
す。受付担当の方は13時に現地集合、クラブ旗と
例会用名札をご持参下さい。又MUになりますの
で、出席チェックをお願いします。
5 ．「春 の RYLA セ ミ ナ ー」が 4 月 27 日（土）〜 29 日
（月・祝）の 2 泊 3 日ホテルセイリュウ／枚岡公園
/花園ラグビー場」で開催されますので、回覧し
ます。
6 ．18日に理事会があります。来週 3 月11日（月）の例
会は休会です。
7 ．米山奨学生世話クラブ依頼が届きました。
氏名：ピタベッダラ

きますように、我々ロータリーの事業を今後とも続け
ていきたいと思いました。

親睦活動委員会

吹田市立博物館 主任学芸員

五月女

吹田ロータリークラブ

川上

浩邦 様

吹田ロータリークラブ

淀井

満福 様

杦本委員

賢司 様

ヴィターナゲー

サンダリディルシャーニ

ヴィターナゲー

国籍：スリランカ
奨学期間：2019/4/1〜2021/3/31
8 ． 3 月の誕生祝いをお渡しします。結婚記念日のお
祝いを発送しています。

生が生まれると。子供たちの喜んだ顔がいつまでも続

ゲスト紹介

●みんなのためになるかどうか

水と衛生月間

第1726回

例会予告 平成31年3月25日

卓話
美味しいコーヒー談義
株式会社ヒロコーヒー
代表取締役 山本 光弘 様
（榎原幹事ゲスト）

インスピレーションになろう
出席報告

出席委員会

佐藤副委員長

●会 員 数 48名
出席会員数 42名
●来
客 3名
本日の出席率 93.33％
● 2 月 4 日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

紙谷委員長

・平成31年 3 月 1 日
（金）当クラブ主催のクリーンデイ
を実施いたしました。参加者は橋本（徹）・井伊・
清水
（大）
・榎 原・木 田・山 下・本 田・橋 本（芳）・
塚脇・瀧川・河邊・清水（良）・福原・紙谷の各会員
と、東急レイホテル細川様、（株）ビケンテクノ石飛
様でした。ご協力ありがとうございました。
・平成31年 3 月22日
（金）午前10時〜午後 4 時にビケン
テクノ様にて献血がございます。この機会に職場の
お仲間、ご近所お誘い合わせて献血のご協力をお願
い致します。

青少年奉仕委員会

本田委員長

平成31年 2 月26日
（火）午後 1 時45分より大相撲吹田
第 2 小学校（吹二場所）を開催いたしました。
5 時限目・ 6 時限目の時間を使い、全学年児童約
360名（11クラス）と木瀬部屋力士 8 名との触れ合い
交流を行いました。当クラブより、大藤会長、榎原幹
事、荻田・紙谷・木下・近藤・坂本・清水
（大）
・髙木・
橋本
（徹）
・橋本
（芳）
・本田各会員の参加がありまし
た。ご協力ありがとうございました。

ロータリー財団委員会

矢倉委員長

本日、村井会員より、特別寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

ニコニコ箱

髙木副SAA

●由上会員 福原さんには大変お世話になりました。
●橋本
（徹）
会員 40周年準備委員会・実行委員会の皆
さん、よろしくお願いします。
●本田会員 2 月26日大相撲吹二場所、無事に終わり
ました。
●西村会員 本日、第 1 四半期決算を無事発表、お蔭
様で増収増益でした。
●瀬川会員 父の葬儀の折には、ご参列、また多くの
弔電をいただき、色々とありがとうございました。
●近藤会員 五月女様、本日の卓話よろしくお願い致
します。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

45,000円
1,015,000円
5,500円

親睦活動委員会

瀬川委員長

春の移動家族例会のご案内として、平成31年 4 月 6
日（土）17時30分からザ・ガーデンオリエンタル大阪に
て開催致します。会費は 1 万円、ご家族は 5 千円で
す。ご参加のほどお願い致します。

次年度幹事報告

堀次年度幹事

本日、例会終了後に40周年準備委員会と実行委員会
の合同会議を開催します。各委員の皆様はご集合頂き
ますようお願いします。

卓

話

博覧会の歴史
（ロンドン万博から大阪万博まで）
吹田市立博物館 主任学芸員
五月女

賢司 様

日本が初めて国際博覧会（万博）と関わったのは、
1862年の第 2 回ロンドン万国博覧会であった。当時の
駐日英国公使オールコックによる日本の美術工芸品な
どが出品されたほか、文久遣欧使節団が開会式に招か
れた。その後、1867年の第 2 回パリ万国博覧会には幕
府、薩摩藩、佐賀藩がそれぞれ正式に出品したほか、
商人の清水卯三郎が出店した茶店が注目を集め、当時
の皇帝ナポレオン 3 世からメダルを授与された。この
ように、19世紀半ばに万博というものの存在を知って
以降日本は、視察や出品などの形で万博に関わり、い
ずれ日本でも開催をするという夢を抱いてきた。そし
て、夢を実現するための出発点が明治政府などによる
国内での博覧会の開催だった（大学南校物産会、湯島
聖堂博覧会）。
一方、日本が近代国家としての地位を築く過程で、
各地の府県の主体が産業振興や観光振興などを目的と
して開催した博覧会があった。日本で「博覧会」とい
う名称の事業が実施されたのは、1871年（明治 4 年）
旧暦10月の西本願寺における京都博覧会が最初であ
る。翌1872年には、京都府と民間によって創設された
京都博覧会社が、西本願寺、建仁寺、知恩院を会場と
して、あらためて第 1 回京都博覧会と称した博覧会が
開催された。
このように、幕末以降、日本は万博に積極的に参加
してきた。万博の時代的傾向を時系列で示すと、まず
19世紀の殖産興業や国威発揚、市民の啓蒙などを目的
とする「産業見本市と市民啓蒙・娯楽の博覧会」の時
代から、20世紀初頭から終戦までの「国家間競争の博
覧会」の時代、戦後から1980年代の「科学技術がつく
る未来社会の博覧会」の時代、そして1990年代以降の
「人類社会の課題解決をテーマとする博覧会」の時代
と、万博は時代ごとにその意味合いや目的を変えつつ
も、現在まで続いてきた。そして、こうした歴史の流
れの中に、1970年万博も2025年万博もある。

