
＊事務所 ＊例　会

〒574-0046 毎週水曜日　12：30～13：30

大東市赤井1-2-10-4Ｆ ホテル阪奈   

TEL：072-872-6349 〒574-0012 大東市龍間266-8

FAX：072-872-6552 TEL：072-869-0181

E-mail： dc-rc@eagle.ocn.ne.jp FAX：072-869-0105

第 回　例　会　令和 年 月 日

開　会　点　鐘 ：  12:30

ロータリーソング ： 「我等の生業」

来　客　紹　介 ：  親睦活動委員長

会  長  の  時  間 ：  会　　長

諸　　報　　告 ：  幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

卓　　　　　話 ：

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

お客様： ％

I.M.第3組ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 森本匡昭様（大阪城北RC）

　　〃　 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ 塩谷眞治様（大阪東RC） 今月のお誕生祝

米山奨学生　ﾛｯｻｰｼﾞｮｰｽﾞﾙｰｸﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝくん 白川・青田・岡橋 各会員　

・5/28㈯ 22-23年度の為の会員増強ｾﾐﾅｰ　白川・大和田

4月6日

出　席　率

・6/8㈬　 　　　　　 　休会日　　 　 　　　　　　　　  

75.00

・6/1㈬　　　 卓　話　：　岡　野　会　員　　　　　　　　

　大阪YMCA　2F　大ホール　受付13：00　会議13：30～16：00

修正出席率 70.83

62.50

出席規定免除者数 2

次週のお知らせ

 2021～2022年度

1093 5 184

 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

｢オーケストラ演奏家の人間力!楽譜に記された音符何をもって良い音･

洗練されたメロディラインに転換するのか?!｣ 大川 卓也 会員
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第2660地区　大東中央ロータリークラブ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/

　RI会長 シェカール・メータ

■会長：森原正樹　 ■幹事：住川奈美　■会報委員長：糸川千惠子　

欠　席　者　数

卓話：｢大東中央ＲＣと大東市こども会育成連絡協議会（市こ連）との関わりについて｣ 青少年奉仕委員会　岡橋由佳委員長　岩本静江会員

9

15

5

出　席　者　数

11

会　員　数 ・5/25㈬　　　卓　話　：　青少年奉仕月間に因んで　　　　

・5/25㈬ 新旧合同会長・幹事「燦々会」白川・住川・大川

26

帝国ホテル大阪　3階　『孔雀西』　18：00～

四つのテスト
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

出 席 報 告 お知らせ
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・森本Ｇ補佐､塩谷Ｇ補佐Ｅようこそ｡よろしくご指導下さいますようお願い申し上

　げます。　青田・岩本・白川・田中　各会員

・森本Ｇ補佐､塩谷Ｇ補佐Ｅお越し頂き有難うございます｡今後とも宜しくお願いい

　たします｡ 　住川・庵谷　両会員

・森本Ｇ補佐､塩谷Ｇ補佐Ｅをお迎えして。　糸川会員

・森本Ｇ補佐､塩谷Ｇ補佐Ｅようこそ！本日の卓話宜しくお願いします。大和田会員

・森本G補佐､塩谷G補佐Eようこそ来場下さいました。荒金･大東・北田･岡橋 各会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

新茶～夏も近づく八十八夜～ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　　青田　朝代

　皆様､こんにちは。ガバナー補佐 森本匡昭様､ガバナー補佐エレクト 塩谷眞治様、

ようこそおいでくださいました。ＧＷ中はいかがお過ごしになったでしょうか？

今年は旅行制限もなかったので、京都の宇治は丸久小山園へ行って参りました。季

節はちょうど立春から数えて八十八夜。新茶の時期です。

そこで「お茶の歴史」について少しお話ししようと思います。 

　ツバキ科の「茶の木」。その発祥は

インドのアッサム地方や中国雲南省・

四川省あたりと言われています。中国

では､喫茶の習慣が唐(618-907)で流行。

760年頃、陸羽が世界初の茶書

『茶経』を著しています。 

　日本へは奈良時代に遣唐使や僧によ

って伝わりました｡聖武天皇(701-756)

による国家安泰祈願の行事で、｢引茶｣

という甘葛・厚朴・生姜などの入った

お茶が振る舞われました。唐で喫茶が

流行してすぐに日本へ喫茶文化が伝わ

った様子が伺えます。しかしこの頃、

茶葉は「高価な輸入品」でした。日本における茶木栽培は平安時代からです。 

当　日　計 ¥25,000

¥319,000

ニコニコ箱

発祥 茶の木：インド、中国と思われる

618年～ 唐で喫茶が大流行

奈良時代 日本へ伝来（遣唐使、僧）

聖武天皇、儀式で引茶を振る舞う

760年頃 唐で陸羽が世界初の茶書を著す

805年 最澄が茶の木を日本に持ち帰る

遣唐使廃止、茶輸入停止、喫茶衰退

栄西が三代将軍源実朝へ抹茶と『喫

茶養生記』を献上 

現在の抹茶の原形「碾茶」が渡来

戦国時代 宇治で「覆下茶園」が誕生

1738年 宇治で「蒸す」製法が誕生

1835年  「玉露」誕生

鎌倉時代

 - 2 - Daito Chuo Osaka Japan



　平安初期の805年､延暦寺を開いた最澄が唐から茶を持ち帰って植えたと伝えられ

ています。その他嵯峨天皇勅撰の『凌雲集』や『日本後記』に喫茶や植樹の記録が

あるなど、日本各地で茶木栽培が始まりました。 

　その後、遣唐使が廃止され、茶の輸入も止まり、喫茶の風習は衰えました。 

　鎌倉時代の初め｡宋から帰国した栄西は､二日酔いに苦しむ鎌倉幕府三代将軍　源

実朝に抹茶と『喫茶養生記』を献上しました。この時伝わった｢碾茶｣が今日の「抹

茶の原点」となります。その後、中国では碾茶が廃れましたが、我が国では碾茶が

緑茶文化の基礎となりました。 

ところで、抹茶の製法には２つ大きな特徴があります。一つは、「覆下茶園」。

もう一つは、「蒸す」という製法です。両方とも京都の宇治で考案されました。 

　戦国～安土桃山時代、茶道の大成と共に「覆下茶園」が

考案されました。覆下茶園で育った茶葉は、薄く、柔らか

く、渋みが少なく、旨味が多くなります。抹茶の品質向上

に寄与しました。 

　江戸中期の1738年、収穫した茶葉を一度｢蒸す｣製法が考案されました。今に続く

「煎茶」です。日本の煎茶は「不発酵茶」。発酵を止める方法が「蒸す」工程です。 

　江戸後期の1835年､覆下茶園で育てた茶葉を煎茶の製法のように蒸して揉んだ｢玉

露｣が作られました。このように､日本のお茶は長い年月と人々の創意工夫を経て今

日へ至りました。

　最後に、お茶には様々な効用が知られています。しかし、煎茶で摂取できるのは

水溶性の成分だけです。抹茶になると不溶性の成分も摂取できます。普段のお茶や

食事に抹茶を一匙入れてみるのもおすすめの食べ方です。また、例会でも抹茶を楽

しめる機会があると良いと思います。

お誕生日おめでとうございます。

完全発酵茶 紅茶

半発酵茶 烏龍茶

不発酵茶 緑茶（日本）
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●））先週の卓話（（●

ガバナー補佐・ガバナー補佐エレクト 訪問

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区ＩＭ第3組

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　 森本　匡昭　氏

　私は　ＲＩ２６６０地区IM第３組の本年度ガバナー補佐を拝命しております、

大阪城北ＲC所属の森本匡昭です　どうぞ宜しくお願い致します。

例会時の貴重なお時間を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。

　一昨年からの新型コロナウィルスの感染拡大により、様々な交流・活動が制限さ

れている中　私たちの計画も大変な影響を受けています。　しかしながらそのよう

な中に於きまして今年度は３年ぶりに守口RCをホストクラブとしてロータリーデー

を３月５日に開催することが出来ました。　大東中央RCの皆様にもご協力並びにご

視聴頂きましてありがとうございました。

　改めまして今年度　吉川秀隆ガバナーの年次目標ですが、

　１．ポリオ撲滅への協力をお願いします。

　２．ロータリー賞の受賞を目指してください。

　３．ＲＣ財団と米山記念奨学会への協力をお願いします。

　４．会員基盤を増強してください。

　５．ロータリーＩＴ化への協力と公共イメージ向上へのチャレンジをお願いします。

　６．戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを策定してください。

　７．地区大会・地区事業への積極的参加をお願いします。

　８．地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務ルールの徹底を図ります。

　又　ＲI重点分野の内　５．「教育の支援」に重点を置きたいと　言われいます。

　今年度のＩＭ各組のロータリーデーのテーマにつきまして

　ＩＭ第３組『子供や青少年の健やかな成長に向けロータリーとして何ができるか』

　ＩＭ第４組『世界にふれよう　私たちが出来る子供たちのエンパワメント』

　ＩM第２組『苦難の時代を生き抜いた近江商人に学ぶ』

　ＩM第６組『多様性社会の実現　つながりの中でどう生きる』

　ＩＭ第５組『今　地球で起こっていることと、その備え』
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と、各組にて実施し　実施予定となっています。

ロータリー賞について、２５の目標の中から１３以上の目標を選択し、達成頂きま

す様重ねてのお願いを申します。

今年度も残す期間は少なくなりましたが、貴クラブに於かれましても是非とも目標

を達成されロータリー賞を獲得されます事を願っています。ここ１～２年の統計で

はロータリー賞の獲得クラブは会員増強にも好結果となっています。

　又RI２６６０地区のホームページには「お知らせ」欄に地区内の各クラブの活動

案内・報告が掲載されています。

ここでいくつかをご紹介させて頂きますと、

１．IM第３組　交野RC　２１年１２月２７日　テレビ会議システム贈呈

　ロータリー財団補助金を活用し、交野市４中校区小中学校へ『テレビ会議システ

ム』を寄贈されました。

「おしらせ」に掲載はありませんが、交野RCの地域社会活動といたしまして交野市

の天野川　『交野名勝鮎返しの滝』道案内柱・看板を設置されています。

２．IM第３組大阪城東RC　22年3月19日 　頑張っている中学生吹奏楽部を応援する

　社会奉仕活動として　出前授業を行った学校での先生方との懇談中に、生徒の皆

さんの活動が制約・自粛をされている現状を伺う中　何か交流や支援ができないか

と思考を重ね、「地域に活力を」「頑張っている中学校吹奏楽部を応援する」の開

催に至ることができた。　大阪城公園駅近くの「住友生命いずみホール」において

大阪市立４つの中学校吹奏楽部の演奏会を実施された。
　ここに紹介いたしましたのは　ほんの一例です。順次お知らせページは更新され

ますのでご覧いただければと存じます。

 MY ROTARYへの会員皆様の登録のお願いです。

　貴クラブにおかれましては３１％の登録率(４月現在)となっています。何卒多く

のご登録をお願いいたします。

　MY ROTARY「ニュース･特集記事」に【ウクライナに医療物資を届けるために大陸

を超えてロータリークラブが結束】との記事が掲載されています。

　【ロータリーのネットワークがウクライナ難民に迅速な人道支援】の記事が掲載

されています。

　又　「寄付推進＆補助金」ニュースレターが　先日届きました。

　ローターアクターによる補助金参加の新たな機会　との事です。

　本日は誠にありがとうございました。 貴クラブの益々の発展と会員皆様の事業の

隆盛・健康を祈念申し上げましてご挨拶に代えさせていただきます。
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国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区ＩＭ第3組

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ　塩谷　眞治 氏

米山奨学生奨学金授与
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