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先週の例会報告 

本年度 2 回目の夜例会になりました。親クラブ

天満橋 RC 会長の在本様、城北 RC から黒岩様、

長谷幹事御友人の林様、金髙会員ご紹介の鹿野様

ようこそおいでくださいました。最後までごゆっ

くりと歓談ください。 
本日は相馬ロータリークラブから送られてきた

｢福島県産コシヒカリ｣の‘おにぎり’の試食会も

企画しております。また 3.11 震災復興特別委員会

岡田委員長から今までの活動の経緯を説明してい

ただき、幹事からは、本年度 10 月、相馬~石巻の

被災地訪問等の報告をスライドショーで行いま

す。 
9 月 22・23 日、熊野大社と伊勢神宮に祈願いた

しました。お蔭で、母校(岩国高校)が春の選抜甲

子園大会の予選会である中国大会で 43 年ぶりに

優勝いたしました。ちなみに私は 43 年前の応援

団のリーダーでした。パワースポットに感謝！ 
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角度付屋根                        角度付平瓦 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 

･卓話 

｢今どきの新卒採用市場について 

～学生の意識の変遷と企業の対応～｣ 

株式会社リクルートキャリア新卒事業本部 

営業統括部 関西営業部チーフ加地 裕子氏

米国 CCE,Inc.認定 GCDF-Japan ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰ 

(上野 勝巳会員紹介) 

･12 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ タレガ「アルハンブラの思い出」 

･ソング  ♪｢それでこそロータリー｣♪ 

･卓話 

｢題名のない卓話｣ 

福井 教男会員 

･ピアノ クープラン「修道尼モニク」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 11 月 15 日 第 1472 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 22 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・・・天満橋 RC 会長在本様、城北 RC 黒岩

様、鹿野様、林様、ようこそおいで下

さいました。楽しんで下さいませ。 
木村・・・卒業生、上原投手のおかげでマスコミ

に大々的に取り上げられました。｢感

謝！｣ 
岡田・・・辻村さん、卓話楽しみです。 
大蔭・・・天満橋 RC 在本会長、城北 RC 黒岩様、

鹿野様、林様、ようこそおいで下さい

ました。 
     先日母校岩国高校が中国大会優勝しま

した。43 年ぶりです！！もちろん甲子

園出場で～す。 
大本・・・大蔭会長、ご尊父様のご逝去を悼み、

ご冥福をお祈りいたします。 
瀬尾・・・長欠のおわび。 
辻村・・・本日、卓話よろしくお願いします。 

１．大蔭家より先日の供花、弔電の御礼ハガキが

届いています。  
２．次週 11 月 15 日は理事会です。審議事項のあ

る委員会は早目に議案書を提出して下さい。  
３．出欠の返事は期限を守って必ず提出して下さ

い。  
４．本日、福島産コシヒカリを使ったおにぎりを

試食して頂きます。お米を味わっていただく

ためにお塩は使用していません。後程詳しく

お話しします 

地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
次年度の地区委員会編成についての会議 
日 時：2013 年 11 月 8 日(金)13:20～14:20 
場 所：ガバナー事務所 
出席者：泉ガバナーエレクト、本次年度地区幹事、

新世代部門本次年度各委員長 
・次年度の委員会構成や予算について、委員会毎

に問題点が無いかを確認し、次回の会議には予

算書を提出する。 
・予算について、次年度への繰り越しは単年度制

の為難しいが、年度毎の事業規模により出るプ

ラスマイナスを上手く活用出来るよう検討して

欲しい。 
・各委員会が連携しあう事により活性化を図ると

共に、予算面でも合理化を図る。 
・各クラブより、地区委員をもう少し出してもら

うよう依頼する。 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

・11 月 30 日(土)、親睦家族会として伊勢方面に出

掛けます。会費も含めた詳細は近日中にご案内い

たします。 
・12 月 20 日(金)クリスマス家族会を開催いたし

ます。内容については現在、企画中ですが皆様に

はご予定をお願いいたします。 

― 同好会報告 ― 

・ゴルフ同好会 

岡田 耕平 

11 月 16 日(土)、第 2 回大手前 RC ゴルフコンペ

を開催します。茨木カンツリー倶楽部、西インコ

ース 10:00 スタート(9:30 集合)です。今回は 3 組

12 名での開催、楽しい一日にしましょう！ 

日本の建築は、その 9‐2・安土城の復元案、建

築学会における論争の終結(今年の 9 月・学会・北

海道大会)をお話しいたします。(要点のみ)約 30
年前に内藤昌氏が古文書の中に天守

てんしゅ

指図
さ し ず

を見て閃

いたのは、大きな吹き抜けを持つ安土城の天守で

した。 
当時｢日本の美術・全集｣等に掲載の安土城を全

てひっくり返した画期的復元案でした。安土城と

いえば興味を持つ建築史家・研究者も多くいろん

な復元案がだされてきました。 
しかし、今回の学会では、特注瓦の遺構も出土

し、河田克博氏(現名古屋工業大学教授)の論文に

より、明確に内藤晶復元案が実証されたことにな

りました。(以下略) 

― 臨時理事会議事録 ― 

 

＜合計 ￥33,990 -  累計 ￥861,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 地区青少年交換委員会報告 ― ― 委員会報告 ― 

日 時：2013 年 11 月 8 日(金) 

審議議案： 

1．3.11 震災支援特別委員会より、相馬 RC から

のこしひかりをなだ万で 1 個 360 円でおにぎ

りに作ってもらい試食する旨、承認。 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 2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  2名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9 名 
<11 月 8 日の出席率 64.71％>  

Make up を含む 10/17 の出席率 78.13％ 

― 先週の卓話 ― ― 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 6 日(金)  例会中 

臨時総会(次年度理事・役員発表) 
   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・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｣) 

・12 月 27 日(金) 

  休会 

・1月 3 日(金) 

  休会 

・1月 17 日(金)  13：40～ 

2 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・1月 24 日(金)  13：40～ 

クラブ協議会(上半期報告・下半期計画) 
   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

｢地区委員会について｣ 
辻村 和弘 

地区青少年交換委員会に出向して 4 年目と成

り、今年は委員長の大役を仰せつかっております。

この委員長は、同時に新世代奉仕委員長会議と危

機管理委員会の委員も兼任と成ります。当クラブ

では、岡本会員が職業奉仕委員会の委員長、三木

会員が財団委員会の中の職業研修チーム担当グル

ープの委員に出向されています。 
地区委員の役割は、各委員会の運営に携わると

共に、クラブと地区のパイプ役として両者間の連

携をより緊密化する必要があります。 
RIの規定では地区委員の任期は3年と成ってい

ますが、当地区では副委員長或いは委員長への就

任の場合は、通算で最長 5 年まで可能となってい

ます。 
 

地区委員の公募数は 126 名とし内訳は下記 
(2007～2008 年実績) 
会員 100 名以上の 4 クラブ：3 名＝12 名 
会員 70 名～100 名の 6 クラブ：2 名＝12 名 
会員 50 名～70 名の 16 クラブ：1 名＝16 名 
会員 50 名以下の 86 クラブ：1 名＝86 名 
地区ガバナーは各クラブ会長に対して、地区委

員候補者の推薦を要請し、各クラブ会長は地区委

員候補者を理事会に諮り、｢地区委員候補者推薦

状｣を年内に地区ガバナーに提出します。 
 

地区委員候補者の選出条件は下記となっていま

す。 
・クラブの会員で 3 年以上の在籍者 
・委託された地区委員の職務を、熱意をもって遂

行する意思と能力を有する者 
・将来の地区指導者として有望な者 
まとめとして、｢クラブの活性化の為に地区の委員

会はある｣地区で得た有意義な経験や情報を、クラ

ブに持ち帰りクラブ運営に生かせるよう、あと 1
年半頑張りますので、ご支援ご協力よろしくお願

い致します。 

 

 

11 月 22 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

11 月 15 日のメニュー 

山菜ピラフ ステーキ添え 

季節のサラダ 

コーヒー 



｢被災地に対する支援活動報告｣ 
3.11 震災支援特別委員長 岡田 耕平 

2011 年の震災発生後、当時の三木会長の発案に

より当委員会が発足しました。 
ここまでの支援内容は、台北百齢 RC からお送

りいただいた義援金と同額の資金を当クラブから

も拠出し、“暑い中、放射能汚染により教室の窓を

開放する事が出来ないまま授業を続けている幼稚

園、小学校、中学校、高校に対して扇風機を贈呈

する”という相馬 RC が実施した事業に対して

1,000,000 円の協力をしました。 
また相馬市が、今回の震災によって親を亡くし

てしまった子供たちが不自由なく教育を受けられ

る事を目的として立ち上げられた｢相馬市教育復

興子育て基金｣へ同額の寄付をしました。 
これ以外にも震災で父親を亡くされた立命館大

学に通う女子大生に対して、相応の支援をしまし

た。 
今後は相馬 RC と情報交換をしながら、相馬産

こしひかりの購入、さらには同クラブ 50 周年に

実施される支援事業にも何らかの形で関わってい

きたいと考えています。 
震災から 2 年半余りが過ぎましたが、決して過

去の出来事ではなく、被災地は今も大変なご苦労

をされているという事を再認識し、当クラブとし

ても様々な角度から支援を継続しなければならな

いとあらためて感じています。 

｢東北方面視察報告｣ 
幹事 長谷 裕代 

10 月 8～9 日に社会奉仕・職業奉仕・3.11 震災

支援特別委員会の合同事業として 11 名のメンバ

ーで相馬市を訪ねました。 
まず相馬 RC を訪問したところ、小田原北 RC

― 東日本大震災関連報告 ― の方々もお見えになっており、盛大な例会になり

ました。次に相馬市役所を訪問し、何かとお忙し

いであろう立谷市長が 2 時間にわたり貴重なお話

をして下さいました。 
翌日は中野会員のお知り合いである石巻市でボ

ランティア活動をされている

チャドさんという方を訪ね、

手づくりの公園やスポーツ施

設を見学しました。 
公園に建てられた看板には

｢2011.3.11 を忘れないように

みなで頑張って公園をつくり

ました｣｢支援にきてくれたか方へ“ありがとう”｣

と書かれてあり、その文字が私たちの胸をうちま

した。 
その後、震災ジュエリー工房を見学し、そこで

は、津波の跡に残された陶器のかけら等を用いて

オリジナルアクセサリーなどを作成しておられま

した。残された陶器のかけらが美しい宝石に変わ

るようにと｢NOZOMI PROJECT｣という活動を

続けられていました。今回の東北訪問で、被災地

の方々は色んな活動を通じて前進を続けていると

いう事実を目の当たりにし、私達も息の長い支援

を続けなければと痛感しました。 

 

 

 

 

     〈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 


