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先週の例会報告 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･クラブフォーラム(職業奉仕委員会担当) 

｢ロータリークラブの職業奉仕について｣ 

佐々木 宏委員長 

先週(9/15)『里山同好』大雨の中でしたが、フィ

ンランドからイイダさん達も来られ大変盛り上が

ったそうです、多田さんはじめ中林、中村不二、

竹森、辻村さん本当に御苦労様でした。 

また、職業奉仕委員会事業(9/17)では、八尾徳洲

会総合病院の見学会大変勉強になりました。特に、

救急患者、ナースステーション、OPR の動線計画

には最新の考え方を導入され、私も興味深く拝見

いたしました。 

さて、日本の建築その 7 ≪旧帝国ホテル・特

別展≫フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd 
Wrigh)です。彼はル・コルビジェ、ミースと共に

｢近代建築の三大巨匠｣と呼ばれております。 

 

 

 

  

 
旧帝国ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

（水平と垂直）落水荘 

①建築系の学生ならば誰もが一度はあこがれる。 

②日本の浮世絵収集家で日本建築の影響をも受け

る。③シカゴのユニティ教会の天井は帝国ホテル

2F ロビー天井のモチィーフです。④水平ライン

の強調・垂直ラインの構成(水平ラインの安らぎ、

垂直ラインの力強さ)。 
 
 
 
 
 
 

グッケンハイム・ミュジアム（NY のカタツムリ） 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 

･卓話 

｢巡礼登山｣ 

多田 秀觀会員 

･ピアノ メンデルスゾーン「歌の翼に」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 9 月 27 日 第 1465 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(10 月 4 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・・・職場見学欠席のお詫び。本日の曽我部

会員の｢80 年、50 年、29 年｣卓話楽し

みです。 
犬伏・・・秋風の気配。 
木村・・・佐々木さん、職業奉仕、勉強になりま

した。 
北村・・・本日会員研修、理事会審議宜しくお願

い致します。 
小林・・・欠席のお詫びです。曽我部先生の卓話

楽しみです。 
河野・・・明日から夏休みの旅行に行ってきます！ 
三木・・・徳洲会八尾病院の見学は大変勉強に

なりました。ありがとう。 
中村(不)・先日は里山事業おつかれ様でした。有

難うございました。 
岡田・・・曽我部先生、卓話楽しみです。 
岡本・・・曽我部先生、卓話楽しみにしておりま

した。 
大蔭・・・大雨の中｢里山同好会｣ご苦労様でした。

徳洲会総合病院、大変、勉強になりま

した。 
曽我部・・前田さん、御世話になりました。本日

卓話です、宜しく。 
山本(依)・曽我部先生、卓話がんばって下さいま

せ。 

― 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   4名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 11 名 
<9 月 20 日の出席率 67.65％> 

Make up を含む 8/23 の出席率 81.25％ 

１．訃報 平成 25 年 9 月 13 日元会員の速水逸也

様が午前 3 時 6 分享年 69 才にてご逝去され

ました。金曜日の夜に事務局に FAX をいただ

いていましたが、皆様にご連絡が出来ません

でした。ここに生前のご厚誼を深謝し謹んで

ご連絡致します。 
２．箕面ロータリークラブ 45 周年記念事業のご

案内が来ています。 
｢薬物乱用撲滅キャンペーン大会｣ 
日時：平成 25 年 10 月 5 日(土)午後 1 時開会 
場所：箕面市立メイプルホール大ホール 
参加無料 

３．9 月 14 日青少年奉仕正副委員長会議に竹森委

員長が出席して下さいました。 
４．9 月 15 日里山同好会に連休の雨の中、竹森、

中林、中村(不)、多田、辻村さんが参加して

下さいました。 
５．本日、例会終了後 10 月度定例理事会が開催

されます。 

・雑誌・広報委員会 

担当委員長 河野 裕一 

地区より『ロータリーの友』に、より親しみを

感じ、熟読頂けるようになることを目的として、

アンケートが届きました。集計をして地区に提出

を致しますので 10 月 4 日までに提出をしてくだ

さい。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

⑤有機的建築：自然界の水や空気や植物から学ぶ

デザイン・力学。 
自然の風を自然のままに採り入れた流れるような

空間の創造、そこに機能を組み合わせることによ

る住まいの普遍性の追求―フランク・ロイド・ラ

イトの有機的建築の魅力をまさに『帝国ホテル』

は大事に育んでいるのです。 
『帝国ホテル大阪』1 階ロビーにて、『フランク・

ロイド・ライト展』が開催されていますので是非

ご覧ください。食器や小物も当ホテル 2 階のショ

ップで購入できます。 

幹事 長谷 裕代 
9月25日(水)6時より標記の会が大阪中之島RC

が世話人となり開催されました。ガバナー補佐も

お見えになりとても有意義な時間となりました。 

 

＜合計 ￥39,000 -  累計 ￥513,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

― 第 2回 IM 第 6 組会長･幹事交流会 ― 



― 先週の卓話 ― うの歌｣を始めたのが、私がソング委員長の時でし

た。 
さて、過去を振り返って生まれ変わったらどう

しよう？ 
1．医者になるなら WHO で働きたい。耳鼻咽喉

科医にはなりません。 
2．才能と能力を神様が与えて下されば絶対にオペ

ラの指揮者になる。(歌を唄ってパンを得よ！) 
3．もう少しゴルフが上手になりたい。 
4．阪神タイガースのファンにはなりません(もう

懲りた)。 
5．結婚はもし妻が OK なら別の女性で試したい。 
6．ロータリークラブは必ず入る、としておきまし

ょう。 
しかし残されたこの世では 20 年後のクラブ創

立 50 周年には私が 50 周年記念委員会の委員長に

なることになっています(勝手に自分で決めてい

ます)。その時は 100 才です。それまでどうしても

生きなければなりません。そろそろ老後に備えて

貯金を始めようかなと考えている今日この頃であ

ります。 

｢80 年、50 年、29 年｣ 
曽我部 律夫 

今年、私は満 80 才、結婚も 50 周年となりロー

タリークラブ在籍 29 年になりますので、これを

題名としました。私如き者の人生を皆様にお話し

しても役に立たず、面白くも何ともないので誠に

申し訳ないと思っています。 
私は昭和 8 年(1933 年)に阿倍野で生まれ、育ち

ました。日本がだんだん軍部が実権を握り、戦争

へ進みつつある頃です。物資が普通にある時代か

ら、徐々に欠乏が始まり、遂には全くなくなる時

代を経て、現在の何でも有り余る世に生きて来ま

した。教育の面では尋常小学校(後に国民学校)で
は修身(道徳)、教育勅語等が盛んで、旧制中学 4
年が横すべりで新制高校 1 年となり、ここで始め

て男女共学を体験しました。 
大学医学部卒業後は評判の悪いインターン制度

を経て無給医局員時代と古い封建的な医局講座制

の中で医師修練を積みました。きっかけは不純な

動機で選んだ耳鼻咽喉科でしたが、結局平成 19
年に引退するまで 48 年間働くことになりました。

時には失敗もありながらも、多少は世のため人の

ためになったと思い聞かせて自らを慰めていま

す。 
結婚は昭和 38 年(1963 年)30 才で見合い結婚で

した。大谷パストガバナーの御両親が 2 人の出会

いから結婚式まで仲人をしていただきました。小

学校時代の教育勅語の中の｢夫婦相和し｣が効いた

のか、両方の忍耐の賜物か無事 50 年経ちました。

子供は 2 人、自宅は 4 軒目ですが、その都度畳は

新しくなりましたが女房はそのままです。まあ 50
年も続いたのですから双方共に良かったのだと思

います。 
ロータリークラブでは、戸田パストガバナーの

紹介で昭和 59 年(1984 年)に入会しました。入会

後はやたら永いだけで、未だロータリー哲学の何

たるかも判らぬグータラなロータリアンです。ク

ラブへの貢献は強いて云えば永い間会費を払い続

けたこと、出席率向上に寄与したこと(入院と長期

海外旅行で出席免除以外は皆出席を続けている)
位です。 

私の提案で今でも細々と続いているのは、毎月

月初例会で皆出席表彰時に歌う｢皆出席おめでと

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 

平成 25 年 9 月 21 日(土)
～22 日(日)、2660 地区 2680
地区合同青少年交換委員会

一泊研修旅行が開催されま

した。 

今回は来日生 10 名、委員会メンバー、ホスト

ファミリー、ローテックスの総勢 42 名で、13 時

に阪急池田駅に集合し、インスタントラーメン発

明記念館を見学しオリジナルのカップヌードルを

作成しました。 
その後宿泊先のパナソニックリゾート大阪に移

動し、合気道を実体験しました。初めて体験する

合気道に来日生達は興味を持ち一生懸命習ってい

ました。 
翌日は、朝から万博記念公園を散策し、国立民

族学博物館を見学しました。 
来日生達が日本に来て約 1 カ月、慣れない生活

習慣の中、多少疲れ気味でしたが、日本語にも少

し慣れてきて、留学生同士楽しそうにコミュニケ

ーションを取っていました。 

 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 



竹森 敏麿 
2013 年 9 月 17 日(火)｢八尾徳州会総合病院｣に

て職場見学会事業を行いました。メンバー15 名で

参加致しました。司会進行はハクゾウメディカル

㈱社員の方に勤めて頂きました。 
はじめに、八尾徳州会総合病院 事務部長 竹原

様より｢徳州会病院と徳州会グループについて｣お

話を頂戴いたしました。｢徳田虎雄グループ代表の

生命だけは平等だ｣を理念とし、｢いつでも、どこ

でも誰でも最善の医療を受けられる社会｣をめざ

して、医療の原点である救命救急医療はもちろん、

予防医療、慢性医療から先進医療に至るまで、地

域の皆様の要望に応える医療を実践し、各地域で

信頼と実績を積み重ねてこられました。 
次に、｢私たちの日常に潜む感染症とそのリス

ク｣について感染管理認定看護師の渋谷様よりお

話を頂戴いたしました。データーに基づく、肺炎

の種類・発生の仕方・怖さと予防法、そして細菌

やウイルスによる感染症の感染経路と予防法や環

境整備(掃除・換気、湿度管理)を含めた健康管理(抵
抗力を高める)を伺いました。 
そして、院内見学を行いました。普段、あまり

縁のない様々な施設を見学する事が出来ました。

救急外来(一般外来と混雑を避けるため)を別に設

け、すぐに処置室へ搬送できる取り組みや、

ICU(集中治療室)と ER(救急救命室)の中間の症状

の方の為の UCU(ハイケアユニット)と、緊急性等

を踏まえて段階別で処置室を区別している事や、

カテーテル室でどのように血管の異常に対応して

いるのか、そして中央手術室では医療ミスをなく

すためのデーター管理・監視やオペ室の配置にこ

だわり、手術スタッフの多様な要求にこたえられ

るように工夫されている。また、疾病センターの

開設やチーム医療等の新しい取り組みを行ってお

られます。 
そして、放射線治療室では国内でも数少ない 1

台 5 億円もする放射線治療機を見学し、先進医療

の説明を受けまして。入院施設の間取りやナース

ステーションの配置等、導線を熟考した造りにな

っていました。医療に携わられている方々の熱い

思いと責任感に支えられていると実感しました。 
最後に、大蔭会長のお礼の挨拶で職場見学会事

― 直近の行事予定 ― 

・10 月 4 日(金)  18：00～19：45 

夜例会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・10 月 8～9 日(火～水)  MU 事業 

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 15 日(金)  13：40～ 

12 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

業が終わりました。この様な見学会に参加出来て

とても感動を受けました。本当にありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

10 月 4 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

     〈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 

― 職場見学事業報告 ― 

9 月 27 日のメニュー 

カリフラワーのクリームスープ 

         デュバリー夫人風 

ノルウェーサーモンのムニエル 

   根菜のエチュベと秋野菜と共に 

季節のサラダ 

洋梨のキャラメルゼと香ばしいヌガーグラッセ 

      ほろ苦いチョコレートソース 

コーヒー 


