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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●ゲストの紹介

　　元阪神タイガース　八木　裕様

　　米山奨学生　ウアール，ミナ　ミネア

　　　　アレクサンドラ様

　　豊田智也様・國田和也様・

　　大槻有美様・久保登嗣様

●ビジターの紹介

　　RI2660地区IM４組ガバナー補佐

　　　大谷隆英様（大阪柏原RC）

　　大阪フレンドRC：金谷和浩様・岡　賢一様・

　　　岡　彩様

　　八尾東RC：高橋広一様・石川義一様

　　大阪天王寺RC：吉田茂夫様・西浦誠二様・

　　　中島　崇様

　　八尾RAC：北山弾也様

●表敬訪問ご挨拶

　　大阪フレンドRC

　　　会長　金谷和浩様

　　　幹事　岡　賢一様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　　「今年の球界、総まとめ」

　　　　　　　　　元阪神タイガース　八木　裕様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/1　八尾市立歴史民俗資料館

　　　　　　部長　小谷利明様

12/8　友田　昭会員

12/15　忘年家族会　（コンラッドホテル大阪）

12/22　「半期を振り返って」　田中康正会長

第2901回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
  国際ロータリー 会長　シェカール・メータ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！  そしてロータリアンの成長！』　会長　田中　康正

八尾ロータリークラブ テーマ



　本日も例会に多数ご参加いただき、ありがとうござい

ます。また卓話者の祇園東・雛佑様、ようこそお越しく

ださいました。そして例会後には、秋の親睦旅行を開

催します。大変良い天気に恵まれ、喜んでいます。

　ところで残念なお知らせですが、八尾東RC様が

次々年度での解散を決定されました。八尾東RC様と

いえば野球が非常に強く、我々も目標にしていたクラ

ブです。高橋会長が訪ねて来られ「50周年式典を

行って、解散したい」とのことでした。こちらからはその

後もロータリーを続ける意向の方がおられれば、受け

入れる旨をお伝えしました。

　また10日には、新入会員とカウンセラーの懇親会を

開催しました。初の試みでしたが、大変有意義であっ

たと思います。今後もよろしくお願いいたします。

▼会員名簿の変更届は、本日で締め切ります。ま

だの方は、明日までにご提出ください。

▼11日に国際奉仕委員会と大阪船場RC・澤田会

員ほかで懇親会を開催しました。また15日には大

阪船場様の例会に、会長ほかで参加してまいりまし

た。

▼指名委員会・山本　勝彦　委員長

　次年度の理事役員と、次々年度の会長の候補者を

発表します。皆様のご承認は、12月1日の年次総会で

お願いいたします。

2022-23年度　理事役員候補者

　会　　長　：　吉本　憲司

　直前会長　：　田中　康正

　副 会 長　：　長竹　浩

　幹　　事　：　稲田　賢二

　会　　計　：　中川　廣次

　Ｓ Ａ Ａ　：　山陰　恭志

 

　クラブ奉仕担当理事　 ：　長竹　浩

　職業奉仕担当理事  　：　野村　俊隆

　社会奉仕担当理事　  ：　富田　宏

　国際奉仕担当理事　  ：　鍋島　圭太

　青少年奉仕担当理事　：　宮川　清

　会長エレクト　：　児林　秀一

▼田中　康貴　会員

　RI会長メッセージは、ロータリー財団月間にちなんで、

財団の果たす役割について語られています。

　またロータリー財団の特集記事も、ご覧ください。イ

ンドでの取り組みなどが紹介されています。ポリオのワ

クチン投与などが実施されています。

▼国際奉仕委員会・藤田　隆司　委員長

　台北東RC58周年へのビデオメッセージが出来上が

りましたので、ご覧ください。

▼親睦活動委員会・浦上　健司　委員

　12月15日に忘年家族会を開催します。会費は１日に

集金しますので、よろしくお願いいたします。

　また本日例会後、秋の親睦旅行で有馬温泉を訪問

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告

会　長　の　時　間 指 名 委 員 会 より



します。午後2時にバスで出発し、8時20分頃に帰着

予定です。

▼社会奉仕委員会・相馬　康人　委員長

　12月4日から、イルミネーション事業を行います。初

日には点灯式を行いますので、ご参加よろしくお願い

いたします。

「変わりゆく伝統文化」

▼祇園東　雛　佑　様

踊り「紅葉の橋」

　本日は花街の良さ、伝統について考えていいただく

きっかけになれば、と思っております。

　私はお隣の東大阪市で生まれ、枚岡で育ちました。

高校を卒業するときに違う世界、厳しいところに身を置

いてみたいと、この世界に入ることを決意しました。

　きっかけは、家族で京都へ出かけたときに見かけた

舞妓さんに衝撃を受けて、「これだ」と、直感したことで

す。ふつうは中学校を出てすぐに入るのですが、私の

場合は高卒と遅かったにもかかわらず何とか入れても

らうことできました。

　はじめは先輩の姉さんらの身の回りの世話から始め、

下積みの日々が続きました。舞妓としてデビューして

から、５年ほどで芸妓さんになりました。芸妓になると、

自分の経済力で生活していくことになります。

　舞妓と芸妓の違いについてよく質問されるのですが、

私の髪は、これはかつらですが、舞妓さんは地毛です。

舞妓はコンビニに行けないのをはじめ、マクドナルド

やスターバックスにも行けません。その他、携帯電話も

禁止です。

　芸妓になると、個人事業主の扱いとなります。芸妓は

年令制限がないので、長く続けることもできます。中に

は90歳で現役の芸妓さん、という方もおられます。

　海外へ行ったりすることもありますが、今はコロナの

影響でそうした機会も減っています。コロナ前までは

月に２日ぐらいしか休みがない状態だったのが、今は

それが逆転したような状況です。

　でもコロナ禍になって、この仕事が社会に潤いを与

えていたということを、改めて実感しました。私たちは、

上のお姉さんからおしえてもらったことを、しっかりと次

の世代に受け継いでいきたい、と思っています。舞妓

や芸妓の文化やしきたりを、これからも絶やすことなく

大切にしていきたいと考えています。

　舞妓さんは15～20歳で、お給料はもらってないので、

「労働」ではありません。現在は舞妓が約70人、芸妓

は90人程度で合計では170人ぐらいが京都にいます。

人数はコロナの影響で少し減ったと思いますが、それ

でも「舞妓なりたい」という人が５花街合わせて毎年30

～40人ぐらいいます。

　でも実際に半年、一年頑張れるのは、そのうちの約

半数です。お稽古の厳しさに耐えられなかったり、

思っていた世界とは違うなどの理由で、故郷に帰って

いく人も多いです。そして芸妓になるのは、さらにその

半分ぐらいです。

　街によっては「この橋を渡ってはいけない」など、昔

からのしきたりが残るところもあります。

　都おどりなどは、去年はコロナのためほとんどが中止

になりました。今年は少しずつ再開し始めており、来

年はできるだけこれまでのようにできれば、と願ってい

ます。

　今回のコロナを機に立ち止まって考える方もおられ、

故郷へ帰る方もおられます。

　お客様の年齢層としては60～70代の方が多く、40～

50代ならお姉さん方に可愛がってもらえると思います。

卓 　 　 話



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

皆様もまた、京都へお越しになることをお待ちしていま

す。今日は、おおきに。

▼倉本　巌様（京都平安RC）　本日宜しく。

▼田中会長　本日も例会出席頂き、ありがとうございま

す。本日のゲスト祇園東　雛　祐様、ようこそおいで下

さいました。楽しみにしていました。卓話宜しくお願い

します。京都平安ＲＣ倉本巌様、先日はお世話になり

ました。ごゆっくり楽しんでいって下さい。竹中会員、

夢うららホットステーションへの支援ありがとうございま

した。

▼児林副会長　昨日は西村さん、竹中さん、お疲れ

様でした。本日卓話、祇園東　雛佑姉さん楽しみにし

ています。

▼新宮幹事　倉本巌様、ようこそおいで下さいました。

ごゆっくりして下さい。雛祐様の「舞い」楽しみで

す！！

▼寺坂会員　コロナ少し治まりましたが油断禁物です。

▼井川会員　本日の親睦旅行、よろしくお願いします。

▼稲田会員　探し物が見つかりました！

▼飯田会員　本日、秋の親睦会、宜しくお願いします。

▼濱岡会員　これからもよろしくお願いします。

▼柏木会員　中島さん、叙勲おめでとうございます。

秋の親睦会欠席お詫び。稲田さん、おめでとうござい

ます。本当に良かったです。

▼松井会員　本日、親睦委員会でご奉仕させて頂き

ます。奉仕する者がもっとも報われます様に！

▼長竹会員　中川廣次さん、頼りにしてます。

▼西村会員　児林さん、有難うございました。

▼小谷会員　谷口さん、誕生日おめでとうございます。

益々のご活躍をお祈りします。

▼富田会員　親睦旅行、宜しくお願い致します。

▼福田会員　良い事が有りました。

▼曽家会員　雛　佑様、卓話楽しみにしてます。

▼平尾会員　久々の親睦会です。コロナのうっぷんを

晴らします。写真有難う。

▼佐々木会員　大阪病院学会ライブだけ無事終了し

ました。11/24から3週間オンデマンドで配信します。

大変ありがとうございました。バッジ忘れ。

▼谷口会員　秋の親睦旅行in有馬、楽しみです！雛

　佑様、卓話宜しくお願い致します！倉本さん、お久

しぶりです。お会いできて嬉しいです！

▼竹中会員　飯田委員長、松井副委員長、先日はあ

りがとうございました。ちなみに、児林会員もありがとう

ございました。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼浦上会員　カウンセラー研修、親睦委員会初顔合

わせ、ありがとうございました。楽しく、おいしいお酒い

いですね。飯田委員長、松井副委員長ごちそうさまで

した。

▼加藤会員　「変わりゆく伝統」初めての経験です。と

ても楽しみです。

■ 出席報告

月日

10/27

11/10

11/17

会員数

68

68

68

出席

49

47

47

うち出席規定
適用免除者

11

11

10

メーク
アップ

0

出席率

85.96％

82.46％

83.93％

確定
出席率

85.96％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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