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先週の例会報告 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 

･ガバナー公式訪問 

 ｢ガバナー講話｣ 

RI 第 2660 地区ガバナー 

福家 宏氏(八尾中央 RC） 

･ガバナー懇談会（13：40～14：40） 

･ピアノ レイバッハ「ノクターン」 

百齢 RC との短期交換留学生の末弘亮人君を国

際奉仕委員長の河野さんと見送りし、昨夜台北よ

り帰ってまいりました。むこうでは TOTO 会長さ

んはじめ皆さんでお出迎えしてもらい、そして、

心のこもった歓迎会をしていただきました。(中
略) 

また先日は、理事会の皆様のお蔭で、『拡大 CLP
委員会』を開くことができました。ジャスミンガ

ーデンのお食事に舌鼓しながら話題が盛り上が

り、大変有意義な会合を持つことができました。

主な目的は、｢将来のビジョンを、今・みんなで・

創造すること！｣です。(中略) 具体的には先ず 30
年間の歴史と伝統の中に普遍的・精神的価値を見

出すこと、現在の問題を全員で再確認し整理し、

将来のビジョンを今クリエイト(創造)することで

す。楽しくなくてはロータリーではないとも思い

ます。皆様の思いはいかがですか・・・。 
さて本日は、日本の多くの神社の形態である『流

造』をご紹介いたします。≪日本の建築・その 3≫ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

典型的な流造 
 

向拝の屋根：虹梁と組物と柱で支える 
神社建築の主流の形態である『流造』は、神殿

部の片方の庇を反りをつけ長く伸ばし、人々が拝

礼をする向拝部分を風雨から守る形態で造られま

した。奈良・平安時代に仏教寺院がたくさん建立

されその影響も受け、日本各地に広まった。柱脚

部には礎石を設置し、柱頭部には斗供(組み物)を
置き、柱と横架材(梁や桁)を免震結合させた。さ

らに漆喰を用いた白壁とし、柱などの木部には丹

塗りの塗装を施し、日本の温帯モンスーンの気候

を十分に配慮した完成度の高い神社建築となりま

した(後略)。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 8 月 9 日 第 1459 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 ◎次々週(8 月 23 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」 

― 会長挨拶 ― 

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



長谷・・・①新屋さん、ジュリアさん、楽しんで

下さいね。②西尾さま、卓話よろしく

お願いします。③会長、河野会員、短

期交換留学生を送って台湾に行って下

さりご苦労様でした。 
犬伏・・・身の盛り 過ぎて炎暑に 五臓研ぎ 
金髙・・・カハラサンライスRCで歓迎されました。 
木村・・・何もありませんが！ 
小林・・・誕生日自祝です 
松葉・・・暑中御見舞申し上げます。 
中野・・・先週欠席のお詫び。 
西尾・・・誕生日自祝。本日会員増強卓話です。

よろしく！！ 
岡田・・・本日 18：30 から朝槻会員の歓迎会です。 
大蔭・・・台北百齢ロータリーへ留学生の末弘君

を連れ、行って来ました。本当に皆様

へ宜しくと言っておりました。本日は

ジュリアさん、新屋さんようこそ！ 
辻村・・・新屋さん、ジュリアさんようこそ！カ

リフォルニア、気をつけて行ってきて

下さい。 
山本(博)・佐々木さん、先日はお世話になりました。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 3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  21名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席 12 名 
<8 月 2 日の出席率 62.86％> 

Make up を含む 7/12 の出席率 78.79％ 

１．7 月 27 日クラブ米山奨学委員長会議及びカウ

ンセラー研修会に多田委員長がご参加くださ

いました。有難うございました。 
２．7 月 30 日～8 月 1 日大蔭会長ご夫妻、河野国

際奉仕委員長が短期交換留学生を台北まで送

って行かれました。 
３．8 月 9 日山田ガバナー補佐ご臨席のもとクラ

ブ協議会が開催されます。終了後 9 月度定例

理事会が開催されます。 
４．8 月 23 日福家ガバナー公式訪問です。全員出

席お願い致します。 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

 本日、｢梅の花 OAP 店｣にて朝槻会員の歓迎会を開

催します。参加表明をいただいた皆様には 18:30 ま

でにご入店いただきますようお願いいたします。 

・国際奉仕委員会 

委員長 河野 裕一 

 短期交換留学生を台北百齢RCに連れて行くため、

7月 30日(火)から 8月 1日(木)の 3日間で大蔭会長

夫妻と台北に行ってきました。留学生の末弘くんは

すごく意欲的で今後がとても楽しみです。週に一度

メールで報告をしてくれることになっていますの

で、週報で皆様にもご報告いたします。 

 辻村 和弘 

― 臨時理事会議事録 ― 

短期交換留学生の新

屋さんとジュリアが、

例会に参加し挨拶をし

ました。 
ジュリアは 7 月 21 日

に来日し、新屋さんの

家で 2 週間ホームステ

イをして、8 月 4 日アメリカのカリフォルニア州

へと、新屋さんと共に帰って行きました。 
その間、7 月 25 日(木)に新世代奉仕委員会の天

神祭事業に参加し、日本の祭を楽しんでもらいま

した。今度は新屋さんがジュリアの家で 2 週間の

ホームステイをし、8 月 18 日に帰って来ます。向

こうでどんな素晴

らしい思い出を作

って来たかは、帰

国後例会にて発表

してもらう予定で

す。 

 

＜合計 ￥38,000 -  累計 ￥281,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― ― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

日 時：2013 年 8 月 2 日(金) 

審議議案： 

1．本日 8/2(金)開催の新入会員歓迎会をメークア

ップ事業とする旨、承認。 

― 短期交換留学生報告 ― 

8 月 9 日のメニュー 

グリーンピースのポタージュ 

国産牛薄切りサーロインの天火焼きに季節の

野菜を添えて 甘酸っぱい茗荷のソースと共に 

季節のサラダ 

イチジクのコンポート 

バニラアイスクリームと共に 

コーヒー 



― 先週の卓話 ― 

｢プロジェクト 3900｣ 
会員増強担当委員長 西尾 昌也 

≪プロジェクト 3900≫ 
2013‐2014 年度福家ガバナーの目標は、前年

度に引き続き2660地区の総会員数3900名の達成

であります。 
昨今、我々ロータリークラブを取り巻く環境も

平成のバブル崩壊により、経済が低迷すると共に

会員数が減少する傾向になっております。 
また毎年担当委員会が会員増強・退会防止につ

いて議論を重ねていることは皆様ご承知の通りで

すが、今年度福家ガバナーは、地区全クラブの共

通目標として｢プロジェクト 3900｣の後に『本腰を

入れて、行動を起こそう！！』と提唱されており

ます。当クラブに於きましても、毎年委員会がク

ラブフォーラムやアンケートを実施し、会員増強

に努めて参りました。 
幸いにも当クラブでは女性会員が増え、現在 4

名の方が活躍中であります。今後も志の高い男女

の入会候補者のご紹介をお願い致します。 
当委員会では、今年度も入会候補者のビジター

登録費を委員会予算にて賄うここと致しておりま

す。委員会予算がすっかり赤字になって、新入会

員がどんどん増えますように皆様のご協力を切に

願っております。 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
地区青少年奉仕活動委員会プログラムのひとつ

であります｢少年少女ニコニコキャンプ」に参加致

しました。 

境教育としての施設｢紀泉わいわい村｣という大阪

府泉南市にある場所です。 
当クラブからは、私の会社従業員のお子様 3 名と

私の計4名が登録を致しました。今年のテーマは｢夏

だ！わいわい友達と思い出つくろう！｣です。 
8 月 2 日(金)西天満のホテルイルグランデ梅田

で 13 時から開校式が始まり、数回参加されてい

るお子様は慣れた感じでロータアクトのお兄さ

ん・お姉さんとも親しく会話をしていましたが、

殆どが緊張した感じと、わくわく感が混じったよ

うな雰囲気でした。 
大型バス 3 台に分乗し班ごとの行動で、会場へ

向かいました。阪和道｢泉南 IC｣を降りて、7km ほ

友達と連絡先を交換したり、また一緒に｢ニコニコ

キャンプ｣に参加しようと約束をしたりしていま

した。 
このキャンプを通して、さまざまな経験が出来

て子供たちが大きくなった時に役立ち、そして子

供たちが経験した事を次の世代にも体験させてあ

げれるようになって欲しいと思いました。 

今年のホスト

クラブは大阪北

ロータリークラ

ブさんです。会

場は、金剛生駒

紀泉国定公園内

の自然公園・環

ど走ると待望のキ

ャンプ会場へ到着

です。 
委員会のメンバ

ーの方々が考えら

れたプログラムを

8 月 2 日～4 日まで、子供たちクーラー無し・テ

レビ無し・携帯無し・ゲーム無しの環境の中、自

然とふれあい友達と協力しカリキュラムを達成さ

せ、不便な中・そして暑い中｢汗｣を流しながらプ

ログラムに向き合っていました。 
8 月 4 日(金)集合場所と同じホテルに帰ってき

ました。14 時 50 分から 10 分間のキャンプを振り

返るスライドムービーが上映されました。子供た

ちは自分たちの姿がスクリーンに映りだすと、歓

声を上げ、疲れていた様子が一変し、元気に閉校

式を終えました。 
修了証書をそれ

ぞれのリーダーが

受取、最後にお菓

子のプレゼントを

受取、お迎えに来

ている家族のもと

へ、仲良くなった

・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｣)  

・10 月 17 日(木)  12：30～ 

三世代合同例会 

   (インターコンチネンタル大阪) 

― 直近の行事予定 ― 

 

8 月 23 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― ニコニコキャンプ報告 ― 



親睦活動委員長 岡田 耕平 
8 月 2 日(金)｢梅の花 OAP 店｣にて先般、入会さ

れた朝槻会員の歓迎会が行われました。当日はご

本人を含め 17 名の会員と事務局の黒田さんの 18
名の方々にご出席いただき、賑やかな歓迎会とな

りました。 
まずは乾杯前に朝槻会員の所信表明、続いて大

蔭会長のご発声により宴が始まりました。美味し

い食事をいただきながら歴代会長である松浦会

員、三木会員、中村(匡)会員から激励の言葉を、

続いて多くの会員から当クラブの現状や今後につ

いてお話をいただき、盛会の内に閉宴となりまし

た。 
末文ながら、ご出席いただいた皆様にはお忙し

い中、有難うございました。 

末弘 瞭人 
こんばんは(^^) 
日本を出発して約一週間が経ち、台湾での生活

を報告したいと思います。私は最近、だんだん台

湾での生活に慣れてきました。ホームステイでの

お母さんのご飯はとても美味しくて、毎日満足し

ていただいています。 
休日は台北ロー

タリークラブの方

達に台北のいろん

な場所に連れてい

ってもらったり美

味しい料理を食べ

させていただいた

校の授業よりも面白くて、先生もすごくいい方達

で、時間が経つのがあっという間です。一つ一つ

の授業が終わるにつれて、自分の語学力が上がっ

ていくのが、とても感じられています。 
 台北ならびに、大手前ロータリークラブの方達

に感謝して一日一日大事に過ごしていきたいで

す。 

幹事 長谷 裕代 
第 1 回 IM 第 6 組会長・幹事交流会が 8 月 5 日

18 時からホテルニューオータニにて開催されま

した。今回は 16 名もの会長、幹事が集まって有

意義な交流会となりました。山田英男ガバナー補

佐は挨拶の中で、IM 第 6 組は 100 名以上の会員

を持つクラブが 2 つもあり、とても注目を浴びて

いますと話されていました。今回のテーマは『増

強について』です。全員がテーマに沿って話し、

下記のような意見が出ました。 
・入会金を下げたが上手くいかなかった・会費

が高いという問題でない・公開卓話をしている・

アベノミクスにより 9 月、10 月増税したら景気が

悪くなり退会者がでると思われる・長期欠席者の

人を訪問する・入会金 20 万を 10 万に下げたが効

果なし・増強チームに 15 人配置し頑張っている・

やりたいことと出来ることとは違う・委員長をや

る気にする・景気が良いだけでも駄目でロータリ

アンスピリッツが無いといけない 
など色々なお話しがでて、情報交換の場となり

ました。次回は 9 月 25 日に第 2 回目の開催とな

りました。 

りと楽しんでおります。 
 私は日本出発の前、日本語が通じない中で生活

するのは、大変なことだと思っていたのですが、

のように話してい

るので、私もなんと

か耳をかたむけな

がら、コミュニケー

ションをとってい

ます。 
授業は日本の学

ていると思います。 
 台湾の学校では、発音、漢字など、基本的なと

ころからスタートしています。クラスは六人ぐら

いで、各国々(ドイツ、インド、アメリカ、カナダ

など)から来ていて、どの国の人も英語が当たり前

英語でのコミュニケ

ーションを取る中で、

台湾の人はとてもフ

レンドリーで、私が一

生懸命話しているこ

とをしっかり聞いて

くれます。英語が相手

に通じた時の喜びは

とても格別です。毎日

が勉強で、私にとって

充実した日々を送っ

 

 

 

 

― 新入会員歓迎会報告 ― 

     〈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 

― 第1回IM第6組会長幹事交流会報告 ― 

― 台北百齢短期交換留学生報告 ― 


