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先週の例会報告 

･三世代クラブ合同例会（12：30～14：00） 

(於：インターコンチネンタル大阪) 

本日は本年度初の夜例会を設定することができ

ました。各方面からのご協力に心より感謝いたし

ます。お蔭様で、六人の素敵なゲストをお迎えす

ることができました。大阪城北 RC の廣田会長と

御友人お二人、そして OB の上田さん・北郷さん・

余田さんです。後程、近況報告等いただけたらと

思います。 
BGM に｢花は咲く｣を流しておりますが、31 周

年記念例会までに皆様と合唱できるようになり、

百齢 RC の周年記念例会で花を添えたいと思って

おりますので、宜しくお願い致します。また、ニ

コニコのための、美味しいワンコインドリンクも

ご用意していますので楽しくご協力ください。 
ビックリニュースですが｢本日、長谷幹事がゴル

フに初デビューされました。｣私と妻とキャディー

2 人付け、後ろ 3 組あけていただき、茨木 CC,東
コースを楽しく制覇してまいりました。中々の腕

前で、大輪ゴルフ会が楽しみです。 
さて建築のお話ですが、≪現代の建築・その１ 

新国立競技場≫(2020 東京オリンピック会場)で
す。今年、国際コンペで最優秀賞になったのは、

ザハ・ハディッド(英)さんでした。 
 
 
 
              新国立競技場 最優秀賞 
作品は、躍動的なラインが、ゆるやかに折れ曲が

り交差し重なり合いながら高速で流れるイメージ

や巨大な有機体状の構造物などを特徴としていま

す。この大胆な建築構造は建築技術の粋を結集し、

希望の象徴的・流線型の橋梁デザイン(80,000 人

収容)となっています。(中略) 
彼女は、ロシア構成主義の建築や美術の強い影

響を受け、コンセプチュアルで空想的なものを現

実空間に出現させ、見学・利用者に驚きを与えて

いる。かつては、同じく脱構築主義者であるダニ

エル・リベスキンド同様に、実際の建築作品では

なく、建築思想の提唱者として、また過激なコン

セプトを示した図面の製作者としてもっぱら知ら

れていました。 
 
           

ヴィトラ社工場・消防ステーション 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢釣りとの関わり第 2章｣ 

竹森 敏麿会員 

･ピアノ ﾀﾞｲｱﾅ･ﾛｽ「If We Hold On Together」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 10 月 11 日 第 1467 回例会 
職業奉仕月間・米山月間 

 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 17 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 



大阪城北ロータリークラブ廣田敦義氏 
・・・木村さんお誕生日おめでとうございま

す。 
上田耕司氏 
  ・・・感謝！感謝！ 
福井・・・冬眠から出て来ました。 
長谷・・・うれしい事がありました。ゴルフに初

デビューしました。とても楽しかった

です。皆さんに助けられ感謝してます。

佐々木さま、卓話よろしくお願いしま

す。 
金髙・・・初めての夜例会にわくわくしています。 
木村・・・余田社長｢いらっしゃい！｣ 
北村・・・夜例会セッティングありがとうござい

ます。 
小林・・・初の夜例会にたくさんお越し下さいま

してありがとうございます。 
西尾・・・3 ヶ年皆出席自祝。OB の方々、お越し

頂きありがとうございます。 
大蔭・・・初の夜例会です。上田サン、北郷サン、

余田サン、御参加ありがとうございま

す。 
佐々木・・本日、クラブフォーラムよろしく！！ 
田中(健)・お久しぶりです。 
山本(依)・佐々木さん、卓話宜しくお願い致しま

す。 

― 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  5名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 10 名 

<10 月 4 日の出席率 65.71％>  

Make up を含む 9/13 の出席率 87.50％ 

１．10 月 17 日(木)は三世代クラブ合同例会です。

開催日時 10 月 17 日(木)12：30～14：00 場所

はインターコンチネンタル大阪です。終了時

間が 30 分延長となっておりますのでご注意

ください。 
２．大輪ゴルフにご参加される方には、組み合わ

せ資料等をポスティングしています。確認お

願いします。 
３．本日 30 周年祝宴時の引出物の余りのお酒を

500 円にて販売いたします。ご希望の方はお

申し出ください。 

 
 
 

BMW セントラルビルディング 

          

 

 

 

 

 

リバーサイド博物館 

― 直近の行事予定 ― 

・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 

・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｣) 

・11 月 30 日(土)   

秋の親睦家族会 

   (伊勢神宮) 

 

＜合計 ￥76,500 -  累計 ￥630,500 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

10 月 17 日の例会場 

インターコンチネンタル大阪｢HINOKI｣ 

― 幹事報告 ― 

10 月 11 日のメニュー 

マッシュルームのクリームスープ 

但馬味鶏と野菜のポトフ仕立て 

季節のサラダ 

軽いショコラのムース 

アマレット酒香るアングレーズソースと共に 

コーヒー 



社会奉仕委員長 岡本 雄介 
参加者： 
大蔭会長、長谷幹事、金髙、木村、小林、松浦ご

夫妻、中野、岡本、佐々木、山本(依)会員 11 名 
【行程】 
・10 月 8 日(火) 
伊丹空港→仙台空港→被災地視察→ハクゾウメデ

ィカル工場見学→相馬ロータリークラブ MU→立

谷相馬市長面談→塩釜宿泊 
・10 月 9 日(水)塩釜出発→石巻｢BE ONE 東北支

援代表チャド氏面談｣→石巻伊原津周辺視察｢再生

された公園、子供たちの遊び場(クライミング)｣→
のぞみプロジェクト見学→松島観光→仙台空港→

伊丹空港 
台風 24 号が日本海を進む中、東日本視察事業

を行った。仙台空港から相馬 RC に向かう途中、

高速を使わず海岸線を走った。前回訪れた時はま

だ瓦礫の処理の真っ只中だったが、今は海岸線に

防潮堤を築いたり、その準備工事を行っていた。

県外ナンバーのダンプカーが行き交い、凄まじい

埃が舞っている地域もあった。 
しかし道路は通行止めの箇所もほとんどなく、

今は前向きな方向で進んでいる印象があった。途

中津波の被害をぎりぎりで免れた佐々木会員のハ

クゾウメディカルに立ち寄らせていただいたが、

きれいな工場で活気が溢れていた。 
相馬 RC では

昨年度会長渡辺

様、昨年度幹事

森様を中心に約

1 時間面談をさ

せていただいた。 

― 東日本視察事業報告 ― 

その中で我がクラブの 30 周年の際に挙がって

いた｢お米｣の話があり、風評被害で困っている話、

放射能に対しては全数検査をしている話、同じく

汚染水の問題で漁に出ることができない話等々お

聞きし、現在のマスコミ主導の問題点を強く感じ

る。10 月末にサンプル米ができあがるので、｢是

非お送りするので食べていただければうれし

い！｣とおっしゃっていた。大蔭会長より、我がク

ラブとして具体的に取り組んでいく旨お伝えし

た。相馬の魚は商品として売れないが、実際は自

分たちの食べる分は捕っており、捕った魚を近所

に配ったり、店に持ち込んで料理してもらったり

していると言われたのが印象的。 

次に相馬市長との面談。まず放射能と放射線に

ついて間違って理解されている、それが問題だと

…。以下市長談。 
｢現在漏れている汚染水はトリチウムであり、放

射能のベクレル単位(放射能を出す能力)としては

大きいが、実際には害はない。セシウムなどは害

があるが、混同されてしまっている。マスコミが

何もかも同じように報道しているのでこのような

事態になっている。マスコミだけが悪いのではな

く、福島の住人も悪い。『大変だ、大変だ』と言う

からマスコミを通じた風評被害で余計に大変な事

態になってしまっている。 
震災直後は生き残った人の救出が最優先だっ

た。次に避難所にいる住民から被害を出さないこ

と。次に長期避難所にいる人たちからストレスを

取り除き、自殺者を出さない対策を行った。今、

仮設住宅の皆さんには今後どんな場所のどんな家

に住めるかなど、将来像を見せることが必要だ。

相馬市から孤独死を出したくない。1611 年相馬を

津波が襲った。その際 6 万人の内 700 名の死者が

出た。その時の領主は住民を高台へ引っ越させた。

5 年後再度地震が襲ったが、死者はなかった。今

職住分離で、相馬市の海岸には建築制限を設けた。

続いて高台移転に向け地権者と協議しているが、

これが一番時間がかかりそうだ。｣ 
次週週報に続きを掲載いたします。 

 



― 先週のクラブフォーラム ― 

｢職業奉仕月間における職業奉仕のクラブ

フォーラム｣ 
職業奉仕委員長 佐々木 宏 

地区が作成した CD の内の一つを会員に説明し職

業倫理の重要性を啓蒙した。 
 
当初ロータリーはクラブ内の親睦と利益増大のみ

を追求するエゴイズムな団体であった。 
⇩ 

自分を犠牲にして宇宙を支配している神に帰依す

ること、これがロータリーの奉仕である。 
｢Service not self.｣ 

⇩ 
他人に最も良く奉仕するものが最も多く報いられ

る 
｢He profit most who service best.｣ 

⇩ 
四つのテストの提唱 

⇩ 
日本の歴史においても利他的思想が存在していた 
鈴木正三 万民徳用 
二宮尊徳 報徳教 
石田梅岩 石門心学 
近江商人 ｢三方よし｣の商人道 

⇩ 
国内の過去における企業不祥事の変遷 
①結果的に反社会的行為になった 
②反社会的行為と知りながら意図的に引き起こ

したもの 
③経営行動の倫理性が問われる 

⇩ 
ガバナンスが良ければ不祥事がなくなる 
良いガバナンスは良い業績をもたらす 

⇩ 
最後にロータリーの職業奉仕論の特徴 

 
奉仕の理想の哲学を自己の職業に適用し、他人の

ために倫理に適った職業を営むこと。 
このようにして自己と自己の企業の倫理観を高め

ていくことが信用を高め、結果的に自己の企業の

安定的かつ永続的な利用を獲得していくことにつ

ながる。 
ロータリーの哲学を実践しよう。 

米山奨学委員長 多田 秀觀 
10 月 5 日に陳さんとともに参加して｢宝塚大劇

場｣で『風と共に去りぬ』を見せてもらいました。

私も少女歌劇は初めてで華やかさや美しさを堪能

しました。 
私たちが劇場前についた

のは 8：30 頃でしたが、た

くさんの人が列を作って待

っているのを見て驚きまし

た。陳さんは、ストーリーは

― 米山奨学生レクリエーション報告 ― 

理解したようでしたが、舞台の台詞は判らないと

ころがかなりあったようでした。(出演者はよく稽

古を積んでおりダンスも歌も素晴らしかったので

すが、台詞は大きな声を出すことに重きを置いて

いたせいか早口になり、私でも聞き辛いところが

ありました。) 
歌劇が終わって 3 階のホールで昼食と懇親会が

あり、そこで奨学生はショートスピーチを求めら

れ頑張っていました。スピーチの締めくくりに台

湾からの学友会のメンバーが立ち、日本のロータ

リークラブのメンバーの数を引き合いに出し、そ

のメンバーからの寄付で成り立っているこの奨学

資金制度を説明して、このような懇親会で学生が

いかに活躍しているのか、また彼らがこの制度の

おかげで苦労なく勉学に励むことができることを

実感している言葉を聞けば、スポンサーとして満

足し次の寄付につながる元になることを説明し、

たとえ学業で忙しいことがあってもスポンサーが

出席する集まりには進んで出席しなければならな

い、と欠席者に対する厳しい言葉がありました。 
実は陳さんも翌日には発表会がありその支度で

歌劇が終わればすぐに帰る予定であったのを、引

き留めてスピーチを済ませたのは偶然とはいえラ

ッキーだったようでした。 

地区職業奉仕委員長 岡本 雄介 
地区の職業奉仕委員長をさせていただいており

ます。今年度は｢実践｣をキーワードに地区委員会

として、色々な角度から地区各クラブを支援して

いきます。先日、研修用に職業奉仕についての CD
を作成し各クラブに配布いたしました。また職場

体験、出前授業の進め方などもわかりやすく解説

いたしました。地区内各クラブの活性化に寄与で

きれば幸いです。 

 

 

 

 

     〈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 


