
会長 大蔭 政勝   幹事 長谷 裕代   会報担当委員長 竹森 敏麿 

OSAKA-OTEMAE 
第 2660 地区大阪大手前ロータリークラブ 

Rotary Club Weekly Bulletin 
創立 1983 年（昭和 58 年）3 月 18 日

日 
例会 毎週金曜日 12 時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先週の例会報告 

先日、長谷幹事と子クラブであります大阪中之

島 RC 例会にご挨拶に行ってきました。また、新

世代奉仕委員会の皆様には地区の献血活動の呼び

かけ等、一日中ご苦労様でした。 
今回は、前回出ました式年遷宮の中でも日本人

の心の象徴として、また建築意匠的にも高く評価

されている伊勢神宮についてお話しいたします。

私も神宮司庁の方とご縁があり、学生のころから

何度か参拝いたしましたが、｢天空に千木・鰹木を

持つ、反りの無い屋根・力強い棟持ち柱・簡潔な

建築構造美｣には、いつも心に残るものがありまし

た。(中略) 
二十年に一度の式年遷宮(造替)は、天武 14 年

(685 年)式年遷宮の制を制定され、持統 4 年(690
年)第一回内宮式年遷宮がされたそうです。途中

1463 年第 40 回内宮の遷宮が行われた後、戦国時

代には約 120 年間は中断したものの現在まで継承

されております。 
式年造替をする主な理由には 

１．茅葺・掘立柱で風化しやすいため(礎石は仏教

建築伝来以降となる) 
２．総檜の白木造りであるため(当時すでに漆はあ

ったが無塗装にしている) 
３．神聖な空間の清浄さを保つため 

４．大工技術の継承を可能とするため 
(寿命が 50 歳以下の当時でも、一人の大工が

二度の遷宮に関わることができる。たとえば、

ある大工は 10 代と 30 代に、またある大工は、

20 代と 40 代に造営工事に関わり後継者の育

成もできた。) 
等があります。 
特に 4 の大工技術の継承の項には、本年度創立

31 周年を迎え、将来に向け今やらねばならないこ

とと通じるものを感じます。 
『新たなるゼネレーションを迎えることのできる

大阪大手前ロータリークラブ』を、我々の手で新

しく式年造替して行きましょう。 
『KEEP THE SPIRITS CREATE  ROTARYＬIFE ! 』 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 7 月 26 日 第 1457 回例会 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次週(8 月 2 日)のお知らせ 

･ソング  ♪｢それでこそロータリー｣♪ 

･卓話 

｢世界の街角｣ 

関 謙二会員 

･ピアノ ランゲ「花の歌」 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･会員増強委員会担当卓話 

 ｢プロジェクト３９００｣ 

会員増強担当委員長 西尾 昌也 

･ピアノ ベーム「芝生の上の踊り」 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



長谷・・・先日中之島ロータリークラブに会長

と共に御挨拶に行って来ました。本

日例会終了後、理事会があります。

よろしくお願いします。 
木村・・・O、S、T、M、Y さん旅行楽しかっ

たです。佐々木宏さん、脱線卓話期

待しています。 
小林・・・特に何もありませんが、ずいぶん暑

いですね。皆さんお身体お大事に。 
前田・・・来週は天神祭。無事に盛り上がりま

すように。 
松浦・・・三木さん、静岡では楽しい思いをさ

せていただきました。金髙さん、シ

ャオンに会えて本当に嬉しかった。 
岡田・・・先週欠席のお詫び。 
大蔭・・・竹森委員長はじめ大本さん、中野さ

ん、小林さん『地区献血活動』あり

がとうございました。 
佐々木・・本日の卓話、非常に為になるお話し

です。よろしくご清聴下さい。 
多田・・・①依津子さん着付けありがとう。 
     ②四国登山無事帰りました。 
田中(健)・お久しぶり。 
辻村・・・来週 25 日(木)天神祭です。忙しい～

～！！ 
山本(依)・佐々木さん今日の卓話楽しみです。

来週は天神祭楽しみましょう。 
山本(博)・佐々木さん、卓話楽しみです。大沢

さんいらっしゃい。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 1名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   3名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  29名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4 名 
<7 月 19 日の出席率 96.97％> 

Make up を含む 6/28 の出席率 91.18％ 

１．7 月 12 日、13 日の地区青少年交換委員会の

報告を週報に掲載しています。今年は辻村会

員が委員長として活躍されます。クラブとし

てバックアップしたいですね。 
２．7 月 14 日ローターアクト地区献血活動に竹森

委員長、大本副委員長、中野会員、小林会員

に参加いただきました。暑い中、ありがとう

ございました。 
３．7 月 18 日大阪中之島ロータリークラブへ会長

と共にご挨拶に行きました。 
４．2012‐13 高島ガバナーの年度打上げのご案内

をポスティングしています。返送は当クラブ

事務局へお願いします。 
５．例会終了後、8 月度定例理事会を開催します。

どうぞよろしくお願いします。 
６．8 月 9 日ガバナー補佐が来られます。卓話の

時間からクラブ協議会となります。 
― 同好会報告 ― 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

8月2日(金)18:30から朝槻会員の歓迎会をOAP
地下 1 階｢梅の花｣にて開催いたします。皆様には

奮ってご出席いただいきますようご案内いたしま

す。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

7 月 25 日、短期交換留学生の新屋さん・ジュリ

アさんを招待して天神祭｢船渡御｣へ参加致しま

す。 
当日参加頂ける会員・家族の皆様に改めて注意

事項をお伝えいたします。お渡しいたしました、

チケット・注意事項・案内書にも記入されていま

すが、17 時 15 分を過ぎてしまいますと、どのよ

うな理由であれ乗船できません。くれぐれも時間

 

中村 不二 
第 1 回大阪大手前 RC ゴルフ同好会(大蔭会長杯)
のゴルフコンペの日程が決まりました。 
日時：平成 25 年 9 月 11 日(水) 

 9：31AM 西コース スタート 
場所：伏尾 GC 
会費：7,000 円 
プレー費：14,030 円(昼食付き) 
どうぞご参加お待ちしております。 

 

＜合計 ￥41,000 -  累計 ￥204,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

8 月 2 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢芙蓉の間｣ 

― 幹事報告 ― 

7 月 26 日のメニュー 

茸のブイヨンスープ 

鱧の炙り焼きにフヌイユとカラスミを添えて 

茗荷香るブールブランソースと共に 

季節のサラダ 

パッションフルーツと 

  マンゴーソースのムース 

           フルーツ添え 

コーヒー 

― 委員会報告 ― 



― 先週の卓話 ― 

ヨーロッパの西

のはずれのポルト

ガルは遠い国で

す。15 世紀から

17 世紀頃までの

大航海時代に、ポ

ルトガルとスペイ

｢私の旅の楽しみ方(国際大会に出席して)｣ 
佐々木 宏 

昨年のバンコックに次いで、今年はリスボンで

の世界大会に会員の中でただ一人出席して参りま

した。 

地区職業奉仕委員長 岡本 雄介 
7 月 20 日(土)13：30～16：20 於:大阪YMCA 会館 
 先週合同地区委員会が開催された。福家ガバナ

ーはじめパストガバナー、地区各委員会メンバー

が出席し、今年度の活動計画を発表する場である。

我がクラブからは｢職業研修チーム担当グループ｣

から三木会員、｢青少年交換委員会｣より辻村会員、

｢職業奉仕委員会｣から岡本が出席した。 
新年度が始まり、より具体的な活動計画を地区

全体で共有するため、各委員会別に委員長が発表

する。 

処をターゲッ

トに計画して

います。 
是非ハクゾ

ウトラベルを

ご利用下さい

(コミッション

は無料です)。 

ンは競い合って海に乗り出し、現在ポルトガルは

1050 万人、スペインは 4400 万人の人口ですが、

世界各国でその言語を残しており当時の勢力はは

かり知れないものがあります。現在の国の経済は

決して豊かな状況ではないのは皆様ご存知の通り

です。 
6 月 22 日フ

ィンエアーに

てヘルシンキ

経由リスボン

に入り、23 日の

10 時からの開

会本会議に出

席しました。残念ながら中之島 R.C の諸君が午後

からの本会議に申し込んでいた為にたった一時間

の出席となり田中 RI 会長の挨拶も聞かずに観光

に出発した次第です。 

高い失業率の割にはのんびりした国民のように

思え、博物館、美術館も多く、物価も安く特に海

産物そしてワイン等お金の価値を充分楽しませて

くれる国です。 
二日と半分で少

しリスボン通にな

って、私の今回一番

訪問したかったフ

ィヨルドに向かい

ました。北欧はたっ

た 4 ヵ月のシーズ

で説明してくれて、小国ながらそれぞれの歴史と

文化を持った国だと考えさせられました。 
年間 10 回程度海外に訪問します。計画から出

発まで少しナーバスになる事もありますが、一旦

飛行機に乗ると食べ物飲み物でさっそく洋上の人

となり、目的地のあれこれを想像します。 
仕事で訪問するのは半分くらいですが、今年は

この 6 ヵ月で中国、イギリス、オーストラリア、

ドイツの訪問を予定しています。 
是非来年のシドニー大会では、多くの会員が肌

の色の違う各国のロータリアンが友愛の精神で一

つになって大会を盛り上げるこの雰囲気を味わっ

てください。 
国内旅行についても会員の有志で過去数回訪問

しています。七月は隠岐に行って参りました。 
皆様の中々行けない処、又、食べ物の美味しい

 福家ガバナーは

ご挨拶の中で、今年

度は各委員会共事

業を実践につなげ、

より明確な成果を

上げてほしいと言

われた。辻村会員、

岡本はそれぞれ委

員長を拝命しているので緊張の中、方針発表を行

った。 
 我がクラブから現在 3 名地区に出向している

が、今後もう少し人数を増やし地区の内容の把握、

会員の意識向上等を目指すべきであると思う。地

区内でも福家ガバナーより既に次年度委員会構成

を検討すべき、との指示もでているので、我がク

ラブでも早々に検討願いたい。 

― 2013～2014合同地区委員会報告 ― 

ンです。観光地でのアナウンスも 6 ヵ国語くらい



新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
7 月 21 日、短期交換留学生でカリフォルニア出

身のジュリアさんが来日されるので、交換留学生

の新屋さん家族と地区青少年交換委員会の辻村委

員長と大阪天満橋 RC 所属 地区青少年交換委員

の山本 喬一さんと竹森で関西国際空港に出迎え

に参りました。 

到着時間の予定は 14 時 35 分だったのですが、

かなり早く 13 時 37 分に到着しました。ところが

中々、ジュリアさんが到着出口から出てこられな

くて、1 時間ほど過ぎたころ小柄な女の子が登場

しました。 
愛想もよくニコニコしながら、でも緊張した面

持ちで対面を果たしました。新屋さんは、待って

いる間ずっと｢緊張する｣｢ドキドキする｣と心境を

語っていました。 
これからの 2 週間、日本文化に触れて自身の良

い経験になって国際交流に貢献して頂きたいと思

います。 

岡本 雄介 
平成 25 年 7 月 17 日実施 
株式会社岡本工務店にて 
 地区職業奉仕委員会として推進している職場体

験学習事業を我がクラブでも一昨年から進めてい

た。今回学校法人 KTC 学園から依頼があり、本

日午後高校生 2 名を受け入れ、職場体験学習を行

った。 
 今回は女子高生 2 名が体験学習に参加された。

建築のデザインやリフォームに興味がある学生さ

んのようだ。先生が 初にご挨拶をされ、次に会

社概要や業務の内容をこちらで説明した。 
そのあと会社を出て弊社の工事中の現場を 2

件、完成物件を 1 件案内した。女子学生というこ

とで弊社の女性社員も同行した。 
それぞれ担当の社員から現場の楽しさ、苦労話

などをさせていただいた。その内 1 件は 20 歳の

社員が責任者で担当していたので年齢の近さもあ

って、少し興味を持たれたようだった。 
まだ高校生なので、職業に対しそれ程深くは考

えてはいないようだったが、それでも自分から率

先して参加する意欲があるのはすばらしいと思っ

た。自分が高校生の時はそこまで考えていなかっ

た。 
短い時間で且つ建築の現場をお手伝いいただく

こともできなかったので、どこまで｢仕事｣という

ものをお伝えすることができたかわからないが、

少しでも彼女たちの将来の進路の参考になれば幸

いだ。 

― 直近の行事予定 ― 

・8月 9 日(金)  11：30～12：30 

ガバナー補佐懇談会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・8 月 9 日(金)  13：00～ 

クラブ協議会（ガバナー補佐ご臨席） 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・8月 9 日(金)  14：10～(予定) 

9 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・8月 9 日(金)  16：00～ 

  大手前整肢学園夏祭り 
   (社会奉仕委員会担当) 

・8月 16 日(金)   

休会 

・8月 23 日(金)   

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・8月 23 日(金)  13：40～14：40 

ガバナー懇談会 

   (帝国ホテル｢水仙の間｣) 

・9月 20 日(金)  13：40～ 

10 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 

 

 

― 短期交換留学生報告 ― 

     〈四つのテスト〉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 

― 職場体験学習報告 ― 


