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つのテスト

●真実かどうか

第1560回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

断。視力回復には手術を行うのが得策との事
となり1月15日に手術となりました。
阪大での検査後1月9日には吹田青年会議所の
新年賀会定例会が、吹田メイシアターで開催。
今年度の理事長挨拶では女性初となる第46代
会長のゴンノユイさんの所信表明があり、昨
年度の活動報告や事業紹介、来賓挨拶、祝電披
露、入会式が行われました。私も右目の視力の
不安の中何とか定例会に出席でき無事定例会
も終了いたしました。

平成27年1月26日

卓話 「大豆ルネッサンス」
不二製油株式会社
代表取締役
清水 洋史 様
尾家パスト会長ゲスト
今週の歌「四つのテスト」

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

1月7日から約2週間右目の視力の不安を抱えな
がらようやく15日、手術を受けました。手術時
間は2時間。眼球の毛細血管の切れている場所
の発見に時間がかかり、当初の計画予定とは
なりませんでしたが、無事2時間にて手術を終
了。
本来なら今月24日タイへの渡航を予定してお
りましたが、思いもよらぬ眼球出血からの手
術を受ける事となり、医師からも術後の眼球
ケアには汗が目に入る事は厳禁との事になり、
今回のタイ行きは中止となりました。
毎日の生活の中で食事や運動などで健康管理
をしていても、眼球の出血による突然の視力
低下に予防策があるでしょうか？人間視覚、
嗅覚、聴覚に障害が起こるとこんなにも不安
になる事を感じ、また今回の手術での視力回
復にも正直不安でしたが、現在の医療進歩を
信じ手術を受け、無事終了しお蔭様で視力も
回復へと順調に進んでおります。

田中
（慶）会長

本年1月7日新年の挨拶周りの外出中、急に右
目に違和感を感じたところ右目より出血があ
り、その時には右目の視力は、ほぼ見えなくな
りました。至急近隣の眼科を探し豊中市内の
眼科で受診をしてもらうと、眼球より出血と
の診断、詳しく検査するには阪大病院での受
診を薦められ紹介状を書いてもらい1月9日に
阪大病院で検査を受けました。検査の結果、眼
球毛細血管が切れ出血により視力の低下と診

ロータリー理解推進月間

次週 第1561回 例会予告

平成27年2月2日

卓話 「生活習慣病予防について」 株式会社ライジング

肥満予防健康管理士・アンチエイジングアドバイザー

代表取締役 北谷 美紀 様
取締役会長 北谷 博幸 様
清水委員長ゲスト
Weekly No. 1560は郷上委員長が担当しました。
Weekly No. 1561は水間委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

吹田市
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環境美化条例啓発キャンペーンのPR

誕生御祝−１月

米山奨学生

金ジャンディさんに奨学金授与

幹事報告

本田幹事

◦理事会報告
①4月度プログラムが承認されました。
②髙木会員、膝の怪我により3 ヶ月間の出席
免除が承認されました。
③炉辺談話（職業奉仕）1月23日㈮を2月6日
㈮に変更することが承認されました。
（タ
イ訪問により）
④タイ国ナコンパノムRC訪問時の答礼晩餐
会の通訳、滞在期間中、移動のための3日
間の車両代金をクラブ負担とすることが
承認されました。

タイ、
ナコンパノムＲＣ訪問団

◦地区より、次年度地区委員の委嘱状が届き
ましたのでお渡し致します。
国際奉仕委員会 副委員長 木田会員
ロータリー財団委員会
紙谷会員

木田会員、紙谷会員に地区委員委嘱状

◦四条畷RCよりクラブ事務局移転のお知らせ
新事務所
〒575-0033 四条畷市美田町16番2号
TEL 072-879-2085
FAX 072-879-7154

職業奉仕委員会

ス

ト
室長

山口 耕右 様

吹田市環境部地域環境課

課長

後藤 泰三 様

宝 塚 音 楽 学 校

前校長

岩崎 文夫 様

米 山 奨 学 生

出席報告

青少年奉仕委員会

紙谷委員長

吹田市環境美化に関する
条例改正に伴う啓発キャンペーン
江坂地区
と き 平成27年2月1日㈰
AM11:00〜12:00
ところ パシフィックマークス江坂
◦地区内でのたばこ、ゴミのポイ捨て
◦路上喫煙禁止地区での過料徴収 等
マナーを守って美しい街をつくりましょう。

佐藤委員

吹田市環境部地域環境室

西村委員長

2月6日㈮午後6時より、雅屋さんで職業奉仕
の炉辺談話を予定していますのでご参加よろ
しくお願いします。

◦第2660地区第1組よりIMへのご案内が届い
ております。2015年4月4日㈯豊中市立千里
体育館で開催されます。ゲストは元阪神タ
イガース金本知憲氏です。詳細は回覧をご
覧下さい。

ゲ

結団式

ロータリー財団委員会

金 ジャンディ様

榎原委員長

本日、郷上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。

伊藤副委員長

●会 員 数 47名 ●来
客
2名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 95.24％
●12月8日の出席率（メーキャップを含む）100％

米山記念奨学会委員会

木田委員長

本日、郷上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。
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ニコニコ箱

山岡副SAA

◆仲辻会員
遅ればせながらおめでとうございます。
昨年、夢の有馬記念にジェンテイルド
ンナ号が勝ち、有終の美を飾って引退
しました。
◆田中（慶）会長
あけましておめでとうございます。
◆清水会員
あけましておめでとうございます。元
宝塚音楽学校校長、岩崎文夫様をお迎
えして！本日の卓話よろしくお願い致
します。
◆宮川会員
初春のお慶びを申し上げます。本年も
どうぞよろしく！
◆小川会員
新 年 お め で と う ご ざ い ま す。今 年 も
ロータリーライフを楽しみましょう。
◆水間会員
おめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。
◆青木会員
本年もどうぞよろしくお願い致します。
◆木田会員
本年もどうぞよろしくお願いします。
◆郷上会員
本年もよろしく。
◆西村会員
新年明けましておめでとうございます。
◆澁谷会員
おめでとうございます。本年もどうぞ
宜しくお願いします。
◆田中（孝）会員
あけましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いします。
◆長屋会員
謹賀新年。今年も宜しくお願い致しま
す。
◆橋本（徹）会員
本年もよろしくお願い致します。
◆瀧川会員
今年もよろしくお願いします。
◆河邊会員
皆様お久しぶりです。今年も宜しくお
願いします。
◆阪本会員
今年もよろしくお願いします。結婚記
念日の花有難うございました。
◆家村会員
昨年は喪中で皆様に新年のアイサツが
出来なかったので、今新年あけまして
お目出とうございます。
──────────────────
本日のニコニコ箱
61,000円
累計のニコニコ箱
705,000円
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卓
話
「宝塚歌劇１００周年を迎えて」
元宝塚音楽学校校長（第10代校長）
岩崎 文夫 様
阪本パスト会長ゲスト

昨年（平成26年9月30日）に宝塚音楽学校校
長を退任致しましたが、其れまでの4年と6か
月の間第10代校長として創立100周年、そして
宝塚歌劇団の100周年を経験させていただきま
した。ことに、一昨年の7月17日には宝塚音楽学
校の100周年記念式典を宝塚大劇場で執り行う
ことが出来ましたことは、誠に光栄な経験でも
ありました。100年の歴史の中で約4500人の卒
業生を輩出し、その中の実に1600人を超える
方々が全国各地から、また海外からも宝塚に集
い盛大な式典を無事終えることが出来ました。
感激はいまだ記憶に新しいところでもありま
す。
式典当日は、宝塚中の飲食店をはじめ宿泊施
設が卒業生で埋まり、夜遅くまで賑わったよう
です。図らずも宝塚音楽学校の卒業生の結束の
固さを証明した一日となりました。
さて、宝塚音楽学校の歴史を紹介いたします
と、明治43年（1910）3月10日に箕面有馬電気軌
道株式会社（現在の阪急電鉄）の梅田〜宝塚、
石橋〜箕面間が開業致しました。そのご乗客誘
致策として、宝塚に「宝塚新温泉」を、そして箕
面に「箕面動物園」を開業したのが、そもそも
の宝塚音楽学校の前身となる宝塚唱歌隊創設へ
の契機となりました。
創業者小林一三は沿線に住宅地の造成・販
売を手掛け、自ら手掛けた日本最初のPRパン
フレット「最も有望なる電車」一万冊を大阪市
内へ配布し、ご乗車の誘致に奔走します。今で
こそ当たり前ですが、大阪市内に安い家賃で広
い家屋が借りることができた時代に、大阪から
離れた池田の室町にローンで家屋の販売を始め
ます。しかし、沿線に人が定住するようになる
までには相当の期間がかかります。そこで、沿
線が発展して固定客が付くまでの間、何らかの
遊覧施設を作って乗客を増やす必要に迫られ、
その候補地に選ばれたのが「宝塚」と「箕面」で
した。まず一三は、明治43年11月に日本で最初
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の私立動物園を箕面にオープンさせます。
当時、
日本には明治15年（1882）国内最初に開園した
東京上野動物園と、明治36年（1903）開園の京
都東山動物園しかなく、箕面動物園は敷地面積
も約3万平米と日本最大のものでした。哺乳類、
鳥類、水族館まで備えた、しかも当時としては
画期的な企画満載の、新しい動物園としても話
題を呼びました。
当時、
茨木市に住んでいたノー
ベル賞作家の川端康成は、遠足で箕面動物園に
遊んだ思い出を自作「少年」
（川端康成全集）に
記しています。
また、一方で宝塚には武庫川東岸の埋立地を
買収して、ここに新しい大理石造りの大浴場と
瀟洒な家族温泉を新設、翌年の明治44年（1911）
5月に完成させました。
風光明媚な景勝地宝塚は新温泉の出現とと
もに来遊客は増加。箕面動物園も大観覧車や設
備の充実、象の曲芸や音楽隊のパレードなどの
余興も受けて予想外の好成績を挙げましたが、
宝塚新温泉の経営開始後間もなく、箕面公園の
森林美と大自然を永遠に保護しようという方針
変更と、日本のような地震国はいつ何時どんな
大地震が起こらないとも限らないという危惧、
それに加えて多くが熱帯産の動物の育成のため
維持管理の大変さ等から、結局箕面動物園は大
正5年（1916）3月にやむなく閉園されます。

れました。
大正2年7月15日に「宝塚唱歌隊」創設から、
一昨年の7月に宝塚音楽学校が、そして、大正３
年4月1日に第一回公演が行われてから、昨年の
4月に宝塚歌劇団が、それぞれ100周年を迎える
ことが出来ました。
この間、太平洋戦争はじめ幾多の困難を乗越
え、また様々な紆余曲折を経て今日に至ってい
ます。昭和21年の宝塚歌劇団男子部創設という
苦難の歴史の一齣もありましたが、偏に、これ
まで宝塚歌劇を愛し支え続けていただきました
ファンの皆様のお蔭であると、感謝申し上げま
す。
小林一三は晩年次のように語っています。
「このような宝塚が繁盛し、皆様から愛され、
日本の名所となるとは実は考えていなかった。
これには非常な驚きを自分でも感じている。鉄
道経営を良くするための努力から、温泉が生ま
れ、住宅経営が生まれ、宝塚少女歌劇ができ、
阪急デパートが出来上がった。すなわち、僕の
事業というものは、その時々の現状にベストを
尽くした結果うまれたものである」と。

−クラブ俳句同好会−

七種や粥の白さを引き立てり

楽しみも苦しみもあり初句会

庭に来て首を傾げて初鴉

みか よ

あき ら

ときよし

山
牛

くま笹の恵比須持つ人恵美須顔
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兼題 ﹁新年一切﹂及び当季雑詠

第三百二十八回句会

一方で経営を集中することになった宝塚は、
新温泉内の設備を充実させるために、明治45年
（1912）7月には近代的な構造の洋館を増設して、
室内水泳場を中心とした娯楽設備を設けてこれ
をパラダイスと名付けました。しかしこれも、
当時の日本には最初の試みではあったものの、
時勢が早すぎたことと、蒸気の通らない室内
プールの失敗、そして、男女混泳や女子の観客
を許さない風潮等いろいろな事情から、利用範
囲がすこぶる狭く、結局失敗に終わってしまい
ます。
そこで、水泳場の余興として遊覧客を吸収す
るために、当時大阪の三越呉服店にあった少年
音楽隊をまねて、三越の指導を受けて女子音楽
隊なるものを組織することになったのが、大正
2年（1913）7月15日創設の「宝塚唱歌隊」
（後の
宝塚音楽学校）でした。
宝塚唱歌隊はその後、大正2年12月には「宝塚
少女歌劇養成会」と改称。翌、大正3年4月1日、
時勢に早すぎて失敗したパラダイスの室内水泳
場の水槽の全面に床を設けて客席とし、脱衣場
を舞台に改造して宝塚歌劇の第一回公演が行わ

