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先週の例会報告 

三世代クラブ合同例会に沢山のご参加ありがと

うございました。一昨日、雨の中、第 34 回大輪

ゴルフ大会が、六甲国際 CC.で行われました。私

の記憶によりますと、我が大手前ロータリーは強

く、かつては優勝したこともあり、いつも上位に

食い込んでいます。昨年の大会でも、準優勝と聞

いております。今年は、長谷幹事の公式試合デビ

ュー戦でもあり｢楽しいゴルフを通じて、交流の輪

を広げる！｣をモットーに小林アツ子会員、中村不

二会員と参加してまいりました。結果は、長谷幹

事がメーカーで小林さんが 100 位の跳賞．団体総

合でもブービー賞、を戴き、さらに“じゃんけん

大会”では、長谷幹事が最後の 2 人に残るなど、

大いに目立ち(女性プレーヤーは 103 人中の 3 人、

そのうち 2 人が大手前 RC)当初の目的を達成致し

ました。11 月 16 日のゴルフ会も楽しく盛り上が

ることを期待いたしております。 
さて 日本の建築・・その 11≪寝殿造≫ 寝殿

造は、平安時代の貴族の住宅様式。一棟一室を原

則に渡廊でつないだ形式。寝殿(正殿)と東西に対

屋(たいのや)と呼ばれる付属的な建物を配した。

寝殿(南庭も)は主として儀式に使われた空間であ

った。 
敷地は、一町(120 メートル四方で約 4,355 坪)の広

さでした。 
 
 
 
 
 
 
 

寝殿造の配置  
特徴◎間仕切壁が無い(一棟一室) 
◎柱は円柱(引き戸がほとんど無い) 
◎天井が無い(化粧軒裏) 
◎床は板張り(畳は座布団的使用) 
注)畳や襖は稀、鎌倉時代に入って敷き詰めるよう

になった。 
 
 
 
 
 

        源氏物語絵巻(平安末期）  几帳・御簾 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･ロータリー財団員会担当卓話 

｢あと少しです。ポリオ｣ 

国際ロータリー第 2660 地区 

ロータリー財団部門 ポリオ・プラス委員長 

木村 芳樹氏(大阪南 RC) 

･ピアノ 新井満「千の風になって」 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢地区の委員会ついて｣ 

辻村 和弘会員 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 11 月 1 日 第 1470 回例会 
ロータリー財団月間 

 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(11 月 8 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・・・大輪ゴルフ大会に出席して来ました。

会長、中村不二さん、小林さん、お世

話になりました。103 人中 103 番でし

たブービーは惜しかったです。 
多田会員、卓話よろしくお願いします。 

木村・・・遅ればせながら、東北視察旅行、色々

と感慨を覚えました。 
河野・・・ぴよ平様、北海道では大変お世話にな

り本当に有難うございました！ 
三木・・・2 週連続欠席のおわび。 
中村(不)・雨の中の大輪ゴルフでした。大蔭会長、

長谷幹事、小林さん、お疲れ様でした！ 
中村(匡)・昨日誕生日○○才になりました。自祝！ 
岡田・・・11/30(土)親睦家族旅行、伊勢へ行きま

す。多数のご参加を！ 

― 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   5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  9 名 
<10 月 25 日の出席率 70.59％>  

Make up を含む 10/4 の出席率 88.89％ 

１．一般財団法人大阪府青少年活動財団様より三

世代奉仕事業のテント寄贈の感謝状を頂きま

した。また産経新聞に大きく掲載されました。 
２．ロータリー米山記念奨学会から米山功労クラ

ブ感謝状が届きました。 
３．先日、相馬ロータリークラブの例会にてご一

緒させていただきました小田原北ロータリー

クラブ会長中谷様からバナーとお手紙を頂き

ました。 
小田原にいらっしゃることがありましたら、

是非当クラブへお立ち寄り下さいます様、ま

た今回の縁を通じ、今後も御指導を賜ります

ようお願い申し上げますとのことです。 
４．今年度の地区大会は 2014 年 2 月 21、22 日で

す。ご予定お願いします。 
５．本日例会終了後、11 月度定例理事会を開催い

たします。 

― 直近の行事予定 ― 

・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 29 日(金)  14：45～16：00 MU 事業 

大阪市立視覚支援特別学校事業 

   (大阪市立視覚支援特別学校) 

・11 月 30 日(土)  MU 事業 

秋の親睦家族会 

   (伊勢神宮) 

・12 月 8 日(日)  11：00～16：00 MU 事業 

尼崎学園事業 

   (インスタントラーメン発明記念館) 

・12 月 13 日(金)  13：40～ 

1 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・12 月 20 日(金)  18：00～ 

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

11 月 30 日(土)、伊勢方面を訪れる親睦家族会を

開催します。今回は一般では立ち入れない場所を

お参りしますので、正装で参加いただく事になり

ます。この点も含めてスケジュール等の詳細はあ

らためてご案内いたします。 

岡本・・・帝国ホテル富田さん、ありがとうござ

いました。次の部署でもがんばって下

さい。 
大蔭・・・楽しい｢大輪ゴルフ大会｣でした。長谷

さん、小林さん、中村不二さん、あり

がとうございました。 
大本・・・岡本さん、お世話になりました！帝国

の富田さん、お世話になりました。 
辻村・・・前田さん、先日はありがとうございま

した。 
山本(依)・富田さん、永い間ほんとにお世話にな

りました。又、お顔見せて下さい。 

 

＜合計 ￥36,000 -  累計 ￥769,500 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 



― 先週の卓話 ― 

次年度理事・役員候補発表 
10 月 26 日事務局にて指名委員会を開催し、委

員会(大蔭政勝、長谷裕代、金髙好伸、大本達也、

山本博史)は次年度理事・役員候補者として下記の

12 名を指名しました。 
2014～2015 年度クラブ役員・理事 

会長     金髙 好伸 
直前会長   大蔭 政勝 
会長ノミニー 中林 邦友 
副会長    岡本 雄介 
幹事     大本 達也 
会計     河野 裕一 
SAA     中村 不二 
理事  松浦 貞男 
〃          三木 元昭 
〃          岡田 耕平 
〃          関  謙二 
〃          辻村 和弘 

役員・理事に自薦他薦、または異議がありました

ら 11 月 30 日までに幹事まで申し出てくださいま

すようお願いいたします。また、2014～15 年度理

事・役員は 12 月 6 日の年次総会において当選さ

れて決まりますのでよろしくお願いいたします。 

― 大輪ゴルフ会報告 ― 

幹事 長谷 裕代 
2013年度第34回大輪ゴルフ会が10月23日(水)

六甲国際ゴルフ倶楽部にて開催されました。男性

101 人、女性⒊人の参加で大手前ロータリークラ

ブからは大蔭会長、中村不二、小林会員、長谷幹

事、の 4 人で参加しました。 

｢米山奨学制度｣ 
米山奨学委員長 多田 秀觀 

 公的なものを除けば国内最大規模の奨学資金制

度と言われていますが、事実のようでした。 
 次にほかの NPO 団体で時々ある話ですが、せ

っかくの寄付金が経費として消えてしまって肝心

の目的に使用される割合が少ない、との疑いは『経

費は寄付金の利息で賄われ、寄付金はすべて奨学

資金に使われている』との説明を受けて安心しま

した。 
 日本国内にあるRCの34地区中、私たちの2660
地区は寄付金総額では国内で 2 番目になっていま

す。そして 84 クラブを擁する 2660 地区で、私た

ちの大手前RCは40番目の寄付金額になっていま

す。もう少し頑張ってこの制度を盛り立てるため

には、メンバーの米山への理解度を上げるのが一

番の近道と考えました。 

クラブ対抗ではブービー賞を頂きました。懇親

会の最後のではイベント｢諸見里しのぶプロと一

緒にラウンドする権利｣をかけた｢ジャンケン大

会｣で最後まで残りましたが惜しくも 1 対１の最

後のジャンケンでパーに負けました。 
一日中雨の中でのプレイでしたがとっても楽し

い大輪ゴルフ会でした。 

そこで 25 日の卓話となったわけですが、私の

お喋りでどこまで理解が深まったかは大いに疑問

が残ります。 
しかし国際親善に、日本を外国の若者に知って

もらうために、そして将来の世界のためにと働き

かけているこの奨学金制度の、理解が少しでも深

まればと思いました。 

 ― 指名委員会報告 ― 



地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
2013 年 10 月 27 日(日)、毎年恒例の｢秋のお出

かけ｣を開催致しました。 
これは、毎年ローテックスが企画運営をし、来

日生と派遣候補生に日本の文化を体験させる企画

です。本年度は来日生 4 名、派遣候補生 5 名、ロ

ーテックス 6 名を引き連れて京都に行って来まし

た。 

10 時に梅田駅に集合して、阪急電車で四条駅ま

で移動し、八坂神社を参拝後、高円寺を見学、グ

ループに分かれて昼食を取り、七条まで移動して

和菓子の作製体験をしました。来日生も日本語が

段々と上手くなり、派遣候補生とも楽しそうにコ

ミュニケーションを取っていました。 
楽しい企画でとても良かったのですが、移動距

離が多く足がパンパンです(笑) 

― お祝いと表彰 ― 

― 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 ― 

11 月 1 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

― お知らせ ― 

11月5日より岡本雄介会員の事務所が移転します

のでお知らせいたします。 
〒540-0027 
大阪市中央区鎗屋町 1 丁目 3 番 5 号 
鎗屋町岡本ビル 3 階 
TEL(06)6941-7666（変更ありません） 
FAX(06)6941-7667（変更ありません） 

幹事 長谷 裕代 
平成 25年 10月 29日(火曜日)午後 6時から大阪

天満橋ロータリークラブのお世話にて第三回会長

幹事交流会がガスビル食堂にて開催されました。 
山田ガバナー補佐の乾杯の後、美味しい洋食を

頂きながら各ロータリークラブの近況を発表し、

2003 年登録有形文化財に指定されているシック

でレトロなガスビル食堂ギャラリーを見せていた

だきながら、有意義な交流会になりました。 

― 第3回IM第6組会長・幹事交流会報告 ―  

 

 

 

11 月 8 日の例会場 
帝国ホテル大阪22階｢パイシーズの間｣ 

     〈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 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 

木村 節三（13 日）久保友志郎（11 日） 

中林 邦友（18 日）佐々木 宏（19 日） 

岡本 雄介（24 日）前田 康廣（25 日） 

前田 康廣 ㈱帝国ホテル      （1890） 
多田 秀觀 ㈱多田寅洋紙店     （1910） 
岡田 耕平 岡田紙業㈱       （1961） 
中林 邦友 中林綜合登記事務所   （1963） 

・ホームクラブ 6 ヶ月皆出席表彰 

大蔭 政勝 

 


