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先週の例会報告 

･ソング  ♪｢それでこそロータリー｣♪ 

･卓話 

｢80 年、50 年、29 年｣ 

曽我部 律夫会員 

･10 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ メンデルスゾーン「デュエット」 

9 月 11 日(水)は、『第一回ゴルフ同好会』でした。

私も頑張ったのですが、何と優勝は妻の環でした。

また、新世代奉仕委員会主催の｢ローターアクトの

日｣にも会長代打で出席して『護身術』を小林会員

と学んで、意気揚々と帰ってまいりました。会長

の私より色々と頑張ってくれております。本日は、

新世代奉仕委員会の卓話です竹森委員長宜しくお

願い致します。 
屏東にある HIV 施設での ICS 事業について現

地の新聞に掲載されたので、本日の週報に載せま

した。是非、桜満開の 31 周年記念例会に百齢 RC
の皆様をお迎えできるように致しましょう。 
さて、日本の建築・・その 8 
≪・木割り≫：社寺建築の黄金比 

皆さんが、実際にお寺や神社の建物を複数、目

にした場合、不思議とそれらのデザインには何か

しら、全てに統一されたものを感じられることと

思います。 実は、社寺建築には建物の各部材の

寸法や、その組合せを比例によって定める｢木割

り｣と呼ばれるシステムが存在し、多くがそのルー

ルによって造られているため、建物の大小にかか

わらず外観のバランスが一定に保たれているので

す。 
 
 
            園城寺光浄院客殿(三井寺) 

 
 
 
 
            主殿の図(匠明) 

 
 
柱間と柱の太さとを基準とし，長押(なげし)･垂

木(たるき)･斗(ます)･屋根などの外部はもとより、

床（とこ）･違棚･付書院などの内部意匠もすべて

部材比例建築の部材寸法の比例関係で示す方法

で、木割術ともいい，木割を記述したものを木割

書といいます。 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 

･卓話 

｢巡礼登山｣ 

多田 秀觀会員 

･ピアノ スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 9 月 20 日 第 1464 回例会 
新世代のための月間 

 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(9 月 27 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

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



長谷・・・先週お休みのお詫び。竹森さん、卓話

楽しみにしています。 

木村・・・長谷さん、大観衆の前ですばらしい演

説ありがとうございました。 

前田・・・2020 年、東京オリンピック開催決定！

おめでとうございます 

中村(匡)・新世代の卓話、楽しみにしています。 

西尾・・・9 月でロータリー歴、満 25 年となりま

した。 

岡本・・・竹森さん、卓話楽しみです。難しい話

をやさしく話して下さいね。 

大蔭・・・中村さん、犬伏さん、楽しいゴルフ会

ありがとうございます。最近、妻の方

が調子良いです。 

竹森・・・木村さん、お世話になりました。あり

がとうございます。本日、卓話よろし

くお願いいたします。 

１．9 月 7 日第 1 回地区職業奉仕委員長会議が開

催されました。金髙副会長が代理出席してい

ただきました。 

２．9 月 8 日全国統一アクトに小林会員と会長夫

人が参加して下さいました。 

３．9 月 8 日鶴見区民祭りに、辻村会員が地区青

少年交換委員長として来日学生を連れて参加

されました。以上の報告は週報に掲載してい

ます。 

４．｢ロータリーの友｣英語版を注文される方は事

務局までお願いします。 

５．定例理事会のご案内をポスティングしていま

す。出欠のお返事をお願いします。 

６．高島ガバナー年度慰労会にご出席の方には大

阪中之島 RC さんの週報がポスティングされ

ています。 

・社会奉仕委員会 

委員長 岡本 雄介 

10 月 8～9 日の東北視察事業の件、当初会員の

みの募集でしたが、家族も現在の状況を認識し、

それぞれ今後の行動に寄与できればというご要望

がありました。相馬 RC、相馬市長面談などがあ

りますので、参加資格を 20 歳以上の家族・会員

といたしました。 

以上、持ち回り理事会で承認いただきましたの

でご報告いたします。 

・国際奉仕委員会 

委員長 河野 裕一 

第 12 回ロータリー全国囲碁大会の案内が届い

ています。11 月 2 日(土)、日本棋院会館(東京・市

ヶ谷)で行われます。参加希望の方は事務局までご

連絡ください。 

― 直近の行事予定 ― 

・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 8～9 日(火～水)   

東日本大震災被災地訪問 

   (相馬等) 

・10 月 17 日(木)  12：30～14：00 

三世代クラブ合同例会 

   (インターコンチネンタル大阪) 

・10 月 25 日(金)  11：00～ 

指名委員会 

   (場所未定) 

・10 月 25 日(金)  13：40～ 

11 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・11 月 2～3 日(土～日) MU 事業 

秋の親睦家族会 

   (舞鶴方面) 

・11 月 15 日(金)  13：40～ 

12 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

― 臨時理事会議事録 ― 

 

＜合計 ￥24,000 -  累計 ￥474,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― ― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

日 時：2013 年 9 月 13 日(金)   

審議議案： 

1．社会奉仕委員会より東日本大震災被災地訪問事

業に家族も対象とする旨、承認。 



― 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   4名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 10 名 
<9 月 13 日の出席率 67.65％>  

Make up を含む 8/23 の出席率 87.50％ 

― 先週の卓話 ― 機管理はとても重要なのです。 

特に、大きく取り上げられたのは 2004 年の大

阪国際大会にて、元ガバナーがセクシャルハラス

メントを行っていた事実が判明しました。その結

果、｢青少年交換プログラムにおける虐待とハラス

メント｣だけではなく｢ロータリー奉仕活動｣

RYLA・インターアクト・ローターアクト等の青

少年関係活動を始め、あらふるロータリー奉仕活

動には常に危険・責任・告訴等の危険が内在する

可能性があり、今日では危機管理委員会が発足さ

れております。 

それから、9 月 8 日に行われました、｢全国統一

アクトの日｣に参加した内容が護身術でしたので、

事件や事故など巻き込まれた時の対応をご紹介い

たします。講師は東洋テック㈱グループの TEC

アカデミーの方々です。暴漢・ひったくりなどに

会った時の対応や救急介護のやり方等です。 

そして、大阪府下での子供の被害状況とデータ

ー分析による被害防止および抑止力効果の報告を

行い、未来ある青少年への保護と危機管理につい

て強く意識するようになりました。 

これで卓話を終ります。ご清聴有難うございま

した。 

｢青少年奉仕活動紹介とそれに係わる危機

管理について｣ 
新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 

新世代奉仕委員会(青少年奉仕委員会)とは、4 つ

の組織から構成されています。ローターアクト委

員会・インターアクト委員会・青少年活動委員会・

青少年交換委員会です。 

・ローターアクト委員会 

入会資格は 18～30 歳の性別・職業・学歴を一

切問わない。  

主な活動として、献血(年 2 回）・全国統一アク

トの日・世界 RAC DAY・新旧幹事役員研修会・

リーダーシップフォーラム・海外研修。 

・インターアクト委員会 

 入会資格は 12～18 歳の学生または若人。 

 主な活動として、清掃活動・募金活動 主に学

生主体ですのでクラブ活動の延長で先生を顧問

について頂き行っています。 

・青少年活動委員会 

  主な活動として、春秋の RYLA(青少年を指導

者とする育成プログラム)・少年少女ニコニコキ

ャンプ(当地区のみのプログラム) 

・青少年交換委員会 

  主な活動として、長期青少年交換・短期青少年

交換・新世代交換・ROTEX 活動援助。 

 

この青少年奉仕委員会のどの事業にも係わる大

切な事として、｢危機管理｣があります。青少年を

取り扱うが上でとても重要なのが事件・事故やハ

ラスメントです。 

例えば交換留学事業の場合、各国から日本へ来

られる留学生の安全の確保です。まだ、日本は治

安が良くこちらから何かを起さなければ大丈夫と

思います。 

しかし、日本から海外へ留学生を出す場合、ホ

ストファミリーは最善の注意を払って頂けます

が、留学経験豊富な新潟の女子大学生がトルコで

死傷しました。親日家で知られている国でもこの

様な痛ましい事件が発生します。だからこそ、危

 

9 月 27 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

9 月 20 日のメニュー 

グリルした但馬味鶏と色々な茸のピラフ 

季節のサラダ 

コーヒー 



新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
2013 年 9 月 14 日第 2660 地区 2013～2014 年

度｢第一回青少年奉仕・ローターアクト正副委員長

合同会議｣に出席して参りました。 
この合同会議は、今回が初めての試みで青少年

奉仕委員会が横のつながり、つまり情報の共有や

協力を念頭に開かれました。福家ガバナーよりご

挨拶を頂き、各委員長より挨拶及び本年度事業の

報告を伺いました。 
地区研修委員の岩津様から、｢ロータリーの友に

ローターアクト卒業者の投稿があります。｣｢とて

も素晴らしい記事なので是非一読して下さい。｣

と大阪 RAC 卒業生をピックアップし、特集で新

世代の為の月間になっている事をお知らせくださ

いました。 
その後、ローターアクト地区幹事の中島様より

中村 不二 

平成 25 年 9 月 11 日(水)、当日の空はすっきり晴

れ渡り、少し蒸し暑さがあったものの、穏やかな天

気に恵まれました。第 1 回大阪大手前 RC ゴルフコ

ンペは、伏尾 GC で開催し、10 名の参加者は和気

藹々とゴルフを楽しまれたご様子でした。 
優勝  大蔭 環さん 
準優勝 三木 元昭会員 
３位  中村 不二会員 

以上の結果になりました。次回は 11 月 16 日(土)
茨木 CC、西コース 10：00AM スタートです。奮

ってご参加の程、よろしくお願い致します。 

多田 秀觀 
9 月 15 日 連休の中日で雨の中を中林、中村不

二、竹森、多田、辻村の 5 人が参加しました。 
ゲストは フィンランドから 元交換留学生の

イイダとそのルームメイト(二人で一部屋を借り

て生活しているそうです)のマリア、それにイイダ

が高津高校で一緒に活動したワンゲル仲間の佐野

君の 3 名。 
雨のために屋外で活動できないので室内で話が

盛り上がってきたころ、中林さんが竹トンボを削

り始めました。それに釣られて別のものを、と紙

を飛ばす竹鉄砲を作ったところ、マリアが興奮し

て喜び『甥っ子が二人いるので是非お土産に』と

3 セットに贈る相手の名前を自ら彫り込み大満足

でした。 
中林会員が『この銃を持っていると、国際線に

は乗れないぞ』と注意され、みんなで笑いました。 
ご飯を炊き、竹森会員の料理で鹿肉のソテー焼

きりんご添えを文句を言うことなく頂き、ブドウ

のお土産を下げて帰途につきました。 
みなさんご苦労様でした、運営のまずさはブド

ウの味に免じてお許しください。 

ローターアクトの PR を伺いました。とても流暢

で素晴らしいスピーチで 12 年間のRAC に携わっ

たおかげだとおっしゃられていました。当クラブ

に入って欲しいと思いました。 

そして、IM の組ごとに分けて座っているので、

ローターアクトについてグループ討論が行われま

した。活発な意見交換が出来たと思います。 

 

 

 

 

     〈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 

― 第1回青少年奉仕正副委員長会議報告 ― 

― 第 1回ゴルフコンペ報告 ― 

― 里山同好会報告 ― 


