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先週の例会報告 

昨日は大阪の夏の風物詩『天神祭の船渡御』が

行われました。私達も新世代奉仕委員長の竹森さ

ん達とご招待した短期交換留学生の新屋さん、カ

リフォルニアから来日されたばかりの短期留学生

のジュリアンさんと、‘大阪締め’や‘5000 発の

打ち上げ花火’を堪能してきました。乗った船は

辻村さんがお世話されている“なにわ文化サポー

トクラブの｢国際交流船｣”でした。 
日が沈み、船渡御開始の号砲の後、1 番目の来

賓代表の挨拶をさせていただき、参加メンバー全

員壇上に上がり、貴重な記念写真も撮ることがで

き思い出の天神祭りとなりました。 
さて本日は、古代は高層建築だった出雲大社本

殿をご紹介いたします。出雲大社は平安中期まで

は、古文書によりますと、高さ十六丈約 48m で現

代の 14～15 階建てマンションに匹敵します。(大
社には、上古には 32 丈約 97 メートルという言い

伝えもあります。) 
京大・福山敏男先生の復元模型もずいぶん前か

らありましたが確証も得ずにいました。しかし平

成 12 年に発掘調査が進み大規模な｢宇豆柱｣(うず

ばしら)(3 本の大木を一本柱に集合させた特殊な

形状)の遺構が発見され、今になってその高層建築

が実証された形となりました。(中略)もしご縁あ

って参拝される機会がありましたら、古代の日本

人の心の象徴として建っていた高層神殿を現地で

イメージしてみてください。 
なお隣の資料館にはその模型や発掘現場のたく

さんの資料が見学できます。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 8 月 2 日 第 1458 回例会 
会員増強および拡大月間 

 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 9 日)のお知らせ 

･ガバナー補佐懇談会（11：30～12：30） 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

･9 月度定例理事会（14：10(予定)～ ） 

･ピアノ ベーム「芝生の上の踊り」 

･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 ビギン「涙そうそう」 

― 会長挨拶 ― 

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



１．RI2670 地区高松南ロータリークラブより次の

ようなメールが来ましたので報告します。 
｢初めて外国人が会長に就任します。私の就任

期間中、全国のロータリアンの皆様に是非高

松南ロータリークラブの例会に参加していた

だき、エンジョイしていただきたく思ってい

ます｣とのことでした。  
２．7 月 23 日会長と一緒に髙折会員の所にご挨拶

に行って参りました。月に 1 回は例会に参加

してみたいとおっしゃってくださいました。

そしてたくさんのニコニコをお預かりして来

ました。 
３．大輪ゴルフ会の件、回覧しましたが 5 名は参

加したいと思います。たくさんのご参加お願

いします。 
４．8 月 9 日クラブ協議会の資料として今までに

済んだ、または計画書に記載していただいた

こと以外にあれば提出お願いします。  
５．本日、会費納入期限です。よろしくお願いい

たします。  

・社会奉仕委員会 

委員長 岡本 雄介 

  8 月 9 日(金)16：00 よりで大手前整肢学園夏祭

りが開催されます。我がクラブからは毎年飲み物

代等補助させていただいております。その贈呈式

もございますが、まだ整肢学園に行かれたことの

ない方は入所されている子供たちとお会いいただ

くよい機会でもあります。 
皆様の寄付がどのような形で働いているか知っ

ていただくためにも、是非ご参加ください。本日

ご案内をポスティングしております。よろしくお

願いいたします。 

・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、天神祭に参加致しました。天気

― 臨時理事会議事録 ― 

― 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｣) 

は良く、風もあり過ごしやすかったと思います。

ご参加頂きました皆様、誠に有難うございました。 
8 月 2 日来週月初例会時に、短期交換留学生の

新屋さん・ジュリアさんが挨拶に来られます。皆

様、温かくお迎えとお声掛け宜しくお願い致しま

す。 
8 月 4 日短期交換留学生の新屋さんが留学に出

発され、来日されていたジュリアさんがプログラ

ムを終えて帰国されます。お時間の許す方は、お

見送りをお願いします。関西空港発 10 時 30 分 
UA886 便です。 

8 月 2 日～4 日で地区青少年奉仕活動プログラ

ム｢ニコニコキャンプ｣に参加させて頂きます。当

クラブより 3 名参加させて頂きます。いろいろな

プログラムを通じて良い経験になればと思いま

す。 

 

8 月 9 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

日 時：2013 年 7 月 26 日(金)   

審議議案： 

1．コピー機を C 社と契約する旨、1 名異議あり、

その他出席者全員承認。 



北村・・・あつかましく 3 連で①佐々木さん、前

回卓話、写真良かったです。②関さん、

本日海外シリーズ卓話楽しみです。③

朝槻さん、良い歓迎会になりますよう

に。 
岡田・・・8/2(金)18：30 から朝槻会員の歓迎会

があります。皆さんで祝福しましょ

う。 
大蔭・・・新世代奉仕委員会の皆様、昨日の天神

祭ごくろう様でした。留学生の新屋サ

ンもジュリアさんもすばらしい方でし

た。 
大本・・・天神祭欠席のおわび。竹森さんすみま

せん。 
佐々木・・三日ほど中国に行ってきました。また、

ハプニングがあって困りました。詳し

くは次回の卓話にて！！ 
関・・・・本日の卓話にご協力の程をお願い致し

ます。 
曽我部・・ただただ暑さに参っています。 
髙折・・・会長、幹事がご挨拶に来てくださいま

した。 
竹森・・・昨日は天神祭、参加頂きありがとうご

ざいました。早退のおわび。 
辻村・・・天神祭、御乗船、御協賛ありがとうご

ざいました。 

― 先週の卓話 ― 

｢世界の街角｣ 
関 謙二 

今回はヨーロッパの国についてお話ししたいと

思います。国にはそれぞれの文化、政体、民族、

宗教、言葉、文化があります。 
まずはオランダから、首都はアムステルダム。

立憲君主で民族構成はゲルマン系オランダ人

80%、その他 20%。宗教はカトリックが 28%、オ

ランダ改革派 9%、その他無所属。言葉はオラン

ダ語が主ですが、一部の地域ではフリースランド

語も使われている。 
マナーにおいては、あいさつが大切にされてお

り、店に入ったら｢こんにちは ハロー Hallo ま

たはフーテン・ダハ Goedendag｣サービスを受け

8 月 2 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

たなら｢ありがとう ダンキューブ Danku｣出る

時は｢さようなら トット・ツィーンス Tot ziens｣
と言おう。この三つの言葉だけで旅が楽しくなり

ます。 
 オランダの国土の 4 分の 1 は海抜 0m 以下。オ

ランダの国名ネーデルランドは低い土地という意

味です。オランダを旅していると道路より高い所

に運河がある風景が見られます。 
昔から、貿易によって世界に窓が開かれていた

オランダでは自由と寛容の精神がつちかわれてい

った。旅行者をあたたかく迎えてくれるホスピタ

リティは歴史のなかで育まれてきたものです。 
200 を超えるブランドがあるビール王国オラン

ダで圧倒的にシェアを誇るハイネッケンはハイネ

ッケン博物館で無料で飲めますが現地で飲むと一

層おいしく感じます。 
 ベルギーは、立憲君主制で首都はブリュッセル。

民族構成はブラント人約 60%、ワロン人約 40%。

宗教はカソリックが約 75%、プロテスタントとそ

の他約 25%。言葉はフランス語、オランダ語、ド

イツ語が使われている。フランス、ドイツ、オラ

ンダ、ルクセンブルグと国境を接し、ドーバー海

峡によってイギリスと通じているベルギーは、ヨ

ーロッパの心臓と呼ばれている。 
首都ブリュッセルはEU本部やNATOなどの機

関が集まるヨーロッパきっての国際都市である。

これには地理的条件もあるが、ベルギーがゲルマ

ンとラテンというヨーロッパの 2 大民族の融合し

た国であるのも大きな要因となっている。ゲルマ

ンとラテンの文化がたくみに調和したこの小さな

国ベルギーは、ヨーロッパを知りたかったら、ベ

ルギーを見るのが近道だと言われています。 
 ヨーロッパの街角で見て感じることは、電柱

がない、看板がない、自動販売機がない、信号が

少ない、コンビニが少ない、銀行が少ない、ATM
が少ないことです。 

 

＜合計 ￥39,000 -  累計 ￥243,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

 



米山奨学委員長 多田 秀觀 
7 月 27 日に天満橋【OMM ビル】会議室で研修

会がありました。ガバナーはじめ錚々たるゲスト

の紹介に続き、西谷米山奨学委員長より、挨拶並

びに現状報告がありました。 
今年は米山奨学金制度が成立して 60 年の節目

の年に当たります、前年度は蓄えを取り崩して

800 名の奨学生を援助したが今年度は取り崩しな

しで 700 名となった。奨学金の金額を下げて人数

を確保する方法もあるが、学生から感謝される金

額でなければ本来の目的から外れてしまう。より

多く優秀な人材を育て国際親善に役立て、日本へ

の理解を深めてもらう。今の日本で数多くの地区

があるが、我が 2660 地区は多くの米山奨学生を

育てることができる数少ない地区の一つなので

陳瑋文 
戦前、私の祖母は日本語の教育を受けたことが

あるので、私の小さい頃から、祖母は常に日本時

代の話をしてくれたり、祖母と共に日本の番組な

どを見たりしました。そして、私はこのような親

日的感情の下で、育てられてきたので、日本に憧

れて、日本への留学にしたきっかけとなりました。 
今年、祖母は 84 歳であり、体の調子もだんだ

ん悪くなってきて、毎日寝たきりで、苦しい生活

をしています。二週間前に、病気がひどくなり、

また病院に運ばれました。時々、周りの親族をも

忘れてしまい、孫の私として、祖母に忘れられる

ことは私がとても悲しいと感じました。母の話に

よれば、先日、また病気に苦しめた祖母を慰める

ために、母は祖母に病気を回復したら、日本に旅

行しましょうと言ったら、祖母は｢うん｣と答え、

すぐ目が大きくなり、元気に戻ったようです。し

かし、祖母にとって、普通に歩くことができなく、

日本に行くという昔からの夢を実現することさえ

できないです。そして、今回夏休みに帰国する時、

立場を変わり、私から祖母に日本の留学生活や面

白い経験を話したり、日本の美味しい食べ物を食

べさせたりして、祖母を喜ばせようと思います。 
ちなみに、私の祖母は日本の演歌が大好きなの

で、クラブの皆様は美しい演歌を教えていただけ

れば、大変ありがたいです。どうぞよろしくお願

いいたします。 

す。RC はあっても援助するだけの優秀な学生を

抱える大学がない地区が沢山あります。今すぐに

は結果は出ないけれど、次の世代の国際親善と技

術交流によるスキルアップを目指して努力を続け

る必要がある，と云った内容でした。 
 続いて今後の展望として、パストガバナー近藤

雅臣氏が、現地採用を増やすべきとの意見があり、

過去には現地での推薦があっても志望校での入学

許可がないと奨学生にはなれないので、一度渡航

する必要があった。この旅費は個人負担なので、

もし入学許可が出ない場合はどちらもダメになり

本人にとっては大変な負担になってしまうので踏

み切れない、といった理由があったのです。 
しかし今年はスカイプで面接して大学が入学許

可を出したので大きく前進しています。そしてそ

の後米山梅吉翁の生涯を紹介するビデオ上映があ

り、【米山奨学事業について深く学ぶ】(古城委員)
に移りました。 
 2011 年現在、日本で学ぶ外国人留学生は推定

13～4 万人、そのうち中国人が約 60%、韓国人が

13％その他となっています。中国人や韓国人は自

分たちが母国で受けた教育にある日本人と現実の

差を実感して帰ります。此れが将来に悪い影響が

あるはずがないでしょう。これが次世代の国際親

善の元を培っているのです。先の留学生の数字の

三分の二は国費であったり、組織の援助を受けて

いますが、残りを援助する民間の奨学資金として

は、米山奨学資金は 大のものです。 
そしてこれに対する寄付は金額で 2660 地区は

全国で 4 番目に位置しています。一般寄付 3642
人中 3612 人、一人当たり平均 5413 円、30 名の

寄付なしの人がいます。特別寄付になると 2465
人で平均 20800 円，今年は 3 万円/人を実現しよ

うと努力しています。現在特別寄付と一般寄付を

合わせると 26213 円/人となりますからあと少し

の努力となります。前にも聞いたことですが、米

山奨学制度の寄付金はすべて奨学金として使われ

ています。 

我々の地区ではすべてのクラブが米山奨学生を

抱えることができる地の利があり、それが将来の

国際関係を改善できる可能性が大いにある事実を

見ればロータリアンとして、協力に向かうようア

ピールしたいと思います。なお、我々の地区で米

山奨学資金に全く協力していないクラブが 2 クラ

ブあることが発表されました。 

 

― 米山奨学委員長およびｶｳﾝｾﾗｰ研修会報告 ― 

― 米山奨学生報告 ― 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0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  1名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 13 名 
<7 月 26 日の出席率 55.56％> 

Make up を含む 7/5 の出席率 87.88％ 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
7月25日 新世代奉仕委員会の事業と致しまし

て、短期交換留学生の新屋さんとアメリカ カリフ

ォルニア州から来日されたジュリアさんを招待

し、日本三大祭りである｢天神祭 船渡御｣へ参加

を企画致しました。 
新世代の若者た

ちに伝統ある日本

のお祭りへ参加し

てもらい、日本文化

を体験する事で、よ

り日本について学び興味を持ち国際親善に繋げる

一助として頂くために参加しました。 
今回は、なにわ文化サポート倶楽部 21 世紀国

際交流船にお世話になる事に致しました。 
｢天神祭の歴史｣大阪天満宮が創祀された翌々

年、天歴 5 年(951)に天神祭は始まりました。この

年、社頭の浜から神鉾を大川に流し、下流の漂着

地にその年限りの御旅所を仮説する｢鉾流神事｣が

行われ、これ以後、年に一度、神様は御旅所に｢渡

御＝(神様がお出かけになる事)｣されることにな

ったのです。この渡御を慶んだ地元民が、お供の

行列を仕立てたのが天神祭の始まりです。 
渡御列は、陸路で氏地を巡った後、船に乗り換

えて船路で御旅所に向かいます。陸路を｢陸渡御｣、

船路を｢船渡御｣といいます。 
週間天気予報ではあやしい雲行き、そして前日

の雨模様と当日のお天気が心配になりましたが、

心配をよそに好天に恵まれました。 
さすが三大祭り、物凄い人ごみの中、当クラブ

の参加頂けた会員・家族そして交換留学生のお二

人とも無事に合流ができました。 

トで大道芸や和太鼓の出し物を見物し、涼しい風

が吹き抜ける中 少しずつ夕暮れになるころ｢大

阪手打ち(大阪締め)｣の練習を船中全員で一致団

結して行いました。 
18 時ころからいよいよ｢船渡御｣のスタートで

す。大船団が大川を華麗に航行、天神橋北詰をス

タートして大川を北上し、飛翔橋の先で U ターン

します。物凄い見物客の渦を抜け、私たちが乗っ

ている停船の前を幾つもの船が往来します。練習

した成果を、全員で呼応しながら｢大阪手打ち｣を

行いました。 
もちろん、天神祭の見どころ｢奉納花火｣には、

言葉にならないほど美しく、交換留学生・会員・

家族、すべての見物客が魅了されていました。 
祭りの熱気は 高潮に！連発の大きな打ち上げ

花火は圧巻でした。交換留学生もスマートフォン

で花火を一生懸命連写しながら、バッテリーが無

くなるまで写真を撮っていました。 
午後 9 時になり、｢船渡御｣は終りをむかえ、｢宮

入り 還御祭｣フィナーレへと行事は進んで行き

ました。参加者の私たちは、混雑する中それぞれ

安全に帰路へと向かいました。 
交換留学生のお二人が良い絆を結び、国際親善

に役立てて頂ける事と思います。 

ないようでしたが、ホストファミリーからのプレ

ゼントされた浴衣をとても気に入っていたようで

す。 
まだ、日の高いうちは 21 世紀交流船のイベン

交換留学生

のお二人は、

浴衣姿で愛ら

しく着飾って

おら れまし

た。ジュリア

さんが着なれ

 

 

― 短期交換留学生報告 ― 



前年度カウンセラー 北村 光司 
前 RC をどの様にしていきたいか、将来像につい

ておよびこれからの委員会構成等、たくさんの意

見を伺うことが出来ました。下記、ご報告いたし

ます。 
・ホームクラブ出席率が基本・奉仕と親睦のバ

ランスについて・いろいろな事業をしても参加す

る人はいつも同じ、共通して言えることは出席率

が低い・定款に引っかかる会員を除けば親睦も奉

仕も大手前 RC らしいクラブになるのかな？なの

で定款に則ってきっちりとしたほうがいい。ただ

し財政的には工夫がいる・組織として機能するた

めに、各委員会を開催し会長、幹事、委員全員の

話し合いで事業を決めないと活性化しない。昼食

なしの例会、早朝例会などロータリークラブも変

わろうとしている 
次回の CLP 委員会は 8 月 26 日開催致します。

皆様からご意見をお待ちしています。 

― お祝いと表彰 ― 

― お誕生日おめでとう ― 

― 結婚記念日おめでとう ― 

― 事業所創立記念日おめでとう ― 

― 出席表彰おめでとう ― 

幹事 長谷 裕代 
平成 25 年 7 月 29 日午後 6 時 30 分より帝国ホ

テル 23 階ジャスミンガーデンにて第 1 回 CLP 委

員会を開催しました。 
今回は 8 月度定例理事会にて｢拡大 CLP 委員会

として開催されてはどうでしょうか｣という声が

上がり今年度理事、役員、及び歴代会長、歴代幹

事にも入って頂きました。そのおかげで今後大手

去る平成 25 年 7 月

25 日、昨年度米山奨学

生の張碩君と天神祭の

能船に乗船いたしまし

た。私は以前より能船

を運営する能楽奉賛会

に所属しており、彼も

そのヘルパーの一人と

して参加しました。昼

前に OAP に借りた本

部につくやいなや、早速お手伝いにと炎天下の固

定船に彼は移動しました。当日は、年の近い他 RC
の RAC の方もヘルパーで来られており、彼らと

打ち解けて手伝いに参加していました。 
準備が終わって、祭り装束に着替えました。彼

は体格がいいので、私より一回り大きなものを準

備しました。さらしをぐるぐる巻きにするときに、

強く締めるので、彼は目を白黒させていました。

きっとはじめての経験だったのでしょうね。 
 本番では、花火を背景に能を勧奨し、行き交う

船と手打ちをして、彼も天神祭を満喫したようで

す。とても暑い日でしたが、天気にも恵まれ、暑

さも心地のよい思い出の一部となりました。 
昨年は張君も院試のために取り込んでおり、天

神祭に参加できなかったので、喜びもひとしおだ

ったことでしょう。 
 写真を改めて見直して、自分も普段よりいい顔

になっていることに気づきました。張君と一緒に

なって、喜びも倍増したのでしょう。こういう気

持ちはいつまでも忘れないでいたいものです。 

 

 

 

     〈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 

西尾 昌也（12 日）小林アツ子（14 日） 

佐々木 宏（17 日）田中 商人（10 日） 

中野 裕司（28 日）小林アツ子（14 日） 

瀬尾 公一（10 日） 

岡本 雄介 (株)岡本工務店     （1907） 
佐々木 宏 (株)ハクゾウメディカル （1953） 
久保友志郎 EST GROUP(株)     （1988） 
中村 匡克 中村会計事務所     （1994） 

・1 ヶ年皆出席表彰 

竹森 敏麿 

― 第1回CLP委員会報告 ― 

― 前米山奨学生報告 ― 


