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先週の例会報告 

本日は、上野会員ご紹介で卓話者の加地裕子様、

私のゴルフの師匠で大阪北 RC の松田憲二様、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。 
先週は本年度第 2 回目の夜例会でした。｢相馬産

コシヒカリ｣の‘おにぎり’を試食しながらの例会、

皆様のご理解とご協力の下に充実した内容になり

ました。 
地区青少年委員長の辻村さんからは、地区委員

の活動内容について、3.11 震災支援特別委員長の

岡田さんからは、これまでの活動経緯の報告をい

ただき、それに引き続き本年度の相馬 RC 訪問視

察について長谷幹事より、それぞれに沢山のスラ

イドを用いて発表されました。 
また特別委員会を立ち上げられた時の会長中村

匡克さんからも〆のお言葉をいただき大変好評で

した。本当に皆さんありがとうございました。 
さて、日本の建築 13 は東大寺大仏殿の創建と

再建をお話しいたします。大仏殿の創建は、奈良

時代ですが鎌倉時代に俊乗房重源に大仏様(天竺

様)よって再建されました。そして江戸時代三度目

の再建がされ現在に至っております。 
 

 
 
 
 
 
 

転害門(天平時代)       南大門(鎌倉時代) 
 
 
 
 
 
 
 

三代目の大仏殿(江戸時代) 
①現在伽藍に残っている奈良(天平)時代の遺構は

『転害門(てがいもん・国宝)』唯一ツ。雄大な姿

は創建時の建築を想像させるに十分です。是非、

転害門を見に行ってください。そこから唯一『天

平の東大寺』が望めるはずです。 
②南大門は鎌倉時代の正治元年(1199 年)に復興さ

れたもの。重源が宋から伝えた建築様式・大仏様

(天竺様)を採用した建築である。鎌倉時代に唐様

(禅宗様)、大仏様(天竺様)が入ってきて、和洋と折

衷様が生まれた。  
③江戸時代(1709 年)に大仏様で再建され現在は 3
代目です。間口は天平創建時の 11 間から 7 間に

縮小されている。 
④天平時代の七重の塔の再建計画があるそうです。 

･ソング  ♪｢ロータリー讃歌｣♪ 

･卓話 

｢人生いろいろ パート 3｣ 

山本 博史会員 

･ピアノ 「クリスマスソング」 

･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 22 日 第 1473 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 29 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 



大阪北 RC 松田憲二氏 
  ・・・私の親友の大蔭会長、頑張って下さい。 
     ついでにゴルフももう少し頑張ってね！ 
朝槻・・・遅ればせながら、大蔭会長のお父上の

ご冥福と、これからのロータリーをこ

よなく目覚ましく支える大蔭会長の力

となって下さることに、ニコニコ。 
長谷・・・加地様、本日卓話楽しみにしています。 
木村・・・加地裕子さんの卓話を期待して。 
小林・・・ゴルフ行けなくてすみません。 
前田・・・前回欠席のおわび。 
中野・・・欠席のお詫び。 
岡田・・・明日のクラブゴルフコンペよろしくお

願いします。 
大蔭・・・先週の夜例会では、辻村さんによる地

区のお話しや、3.11 委員長岡田さんの

報告、ありがとうございました。又、

大阪北 RC 松田憲二プロ、本日はあり

がとうございます。 
大本・・・ゴルフドタキャンおわび申し上げます。

ギャラリーのみなさま、すみません。 
田中(健)・お久しぶりです。 
山本(博)・素晴らしいご縁が出来ました。カンボ

ジア国に。 

― 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  1名   会 員 出 席  27名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4 名 
<11 月 15 日の出席率 85.29％> 

Make up を含む 10/25 の出席率 80.65％ 

１．11 月 1 日の週報に次年度理事・役員候補発表

がされています。再度目を通していただき、

ご意見等のある方は 11 月 30 日までに幹事ま

で連絡お願いします。 
２．本日例会後、理事会を開催します。会場が 4

階になっていますので、よろしくお願い致し

ます。 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

11 月 30 日(土)に伊勢方面へ親睦家族旅行に出

掛けますが正式参拝の為、男性は濃紺のスーツに

ネクタイ、女性もこれに準ずる服装でご参加下さ

い。尚、旅程の詳細については近日中にお配りし

ます。 
・国際奉仕委員会 

委員長 河野 裕一 

本日、2014 年ロータリー国際大会出欠のお願い

をポスティングしています。11 月 1 日の例会でご

案内しましたように来年 6 月 1 日から 4 日の日程

でオーストラリアのシドニーで開催されます。国

際大会への参加、不参加の意向をご回答ください。

開催日はまだ先ですが、参加登録、大阪中之島 RC
との同行等に関しては早めの手続きが必要です。 
もちろん、ご回答後でも国際大会への参加は可能

です。 
また、2014 年 6 月 16 日(月)には台北百齢 RC

の 27 周年記念例会があります。こちらの日程も

合わせて参考にされて、ご検討下さい。不明点等

がありましたら事務局までお問い合わせくださ

い。 

・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

12 月 8 日(日)に行います、尼崎学園向け事業｢イ

ンスタントラーメン発明記念館見学｣の参加締切

りが 11 月 1 日でした。結果、定員に達しました。

ありがとうございます。 
児童が 1 名参加できなくなり、必ず 2 人 1 組の

参加ですので奇数を避けるため、引率の先生も 1
名減り、最終的に 28 名(尼崎学園 19 名・ロータリ

アン 9 名)になりました。事業の詳細につきまして

は、改めて参加される方へご連絡致します。あり

がとうございました。 

 

＜合計 ￥36,000 -  累計 ￥897,490 -＞  

― ニコニコ箱報告 ― ― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

11 月 22 日のメニュー 

甘い赤いピーマンのクリームスープ 

帝国ホテル特製国産牛の 

 チーズハンバーグステーキ 

           ソースマデール 

季節のサラダ 

チョコレートムースと柚子のコンフィチュール

抹茶のアイスクリームと共に 

コーヒー 



― 先週の卓話 ― 

地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
◆1 月度青少年交換委員会 
日時：2013 年 11 月 16 日(土)12:30～14:00 
場所：ガバナー事務所 
派遣候補生の派遣先について、フランス 2 名・

ブラジル 2 名・フィンランド 1 名・カナダ 2 名・

アメリカ 2 名については、相手先地区との交渉で

ほぼ合意出来そうである。あとアメリカ 1 名のみ

12 月初旬に決定予定。 
 12 月 7 日(土)開催の ROTEX 主催クリスマスパ

ーティーについて、詳細がまだ提出されていない。

ホテルとの交渉については、ROTEX 担当委員が

予算等の話を詰める。 
 オリエンテーションについて、本年度は派遣候

補生が 10 名と多いので、次回より 30 分時間を多

めに取るようにする。 
次回委員会：12 月 7 日(土)13:30～15:00 
◆第 1 回オリエンテーション 
日時：2013 年 11 月 16 日(土)14:00～16:00 
場所：ガバナー事務所 
 今回のオリエンテーションは派遣候補生が10名

｢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) 

③ 企業側の状況・対応 
＜2014 年(今の 4 回生)＞景気回復もあって、全体

的にスケジュールの前倒し・多めに内定出して内

定辞退に対応する状況。 
＜2015 年(今の 3 回生)＞景気上昇感もあり、2014
年よりさらに前倒し、大手企業が採用環境が厳し

くなると踏んで採用基準を緩くする方向。求める

人物像を明確にし、無駄のない動き・選考スケジ

ュールにすることが大切になる。 
＜2016 年(今の 2 回生)＞安倍首相により求人公開

が 3 回生の 3 月に後ろ倒しに。大手・中堅・中小

企業が同時期に採用活動をする予定。非常に人事

の力量が問われる時代になる。短期間で採用し切

るために 2015 年を練習の年と踏んでいる企業も

あり。 
◎参考資料として『就職みらい研究所』

http://data.recruitcareer.co.jp/ 
『採用ナビ GATE』

https://kanri.rikunabi.com/knowhow/ 
◎採用についてのお問合わせは 
㈱リクルートキャリア 新卒事業本部 加地裕子 

kajiyuko@r.recruit.co.jp TEL:06-6364-3250 

① 学生の意識・環境の変

化 
・18 歳人口からみた進学

の推移 
1990年18歳人口200万人

に対し大学・短大入学者数

73 万人、進学率 36% 
2010年18歳人口120万人

に対し大学・短大入学者数 69 万人、進学率 57% 
1 学年あたりの人口は減少しているが大学進学者

数は増え続け 2 人に 1 人が進学。 
全入時代であり、学力の低下も見られる。論理思

考力がやや落ち気味。 
・新入社員の育ってきた環境 
生まれた時にバブル崩壊、3 歳前後で阪神淡路大

震災に遭い、小学校低学年で山一証券など大型倒

産相次ぎ、中学時代に失業率 5%台に。高校生時

代に景気回復するも大学入学の頃リーマンショッ

クに遭っている。生まれながら景気のいい時はあ

まり知らない。小学校時代にゆとり教育が始まり、

携帯やパソコンは気づいた時には身の回りにある

状況。インターネットは日常使いでたまごっち、i
モード、ブログ、mixi、Twitter、Facebook、LINE
などは身近。広く浅く net で広がる仲間。 
・仕事に求めるものは①貢献②成長③安定。最近

の傾向として選択率上昇項目は、安定・共存・調

和バランス、低下項目はチャレンジ・成長・創造。 
・就職環境は求人倍率 1.28 倍と厳しい環境に置か

れている。 
② 新卒採用スケジュール 
・大学 3 回生の 6 月：インターンシップ開始、12
月:求人サイトリクナビ OPEN、2 月：会社説明会・

適性テスト(SPI)・筆記試験、3 月・4 月：面接、

GW：内定。大手はここで終了するが、中堅・中

小は 5 月から 2 クール目に入る。盆前には 8 割が

内定あり。 

 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 



― 直近の行事予定 ― 

・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～ 

・1 例会 18：00～ 

クリスマス家族会 18：30～ 

   (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｣) 

岡田 耕平 
11 月 16 日(土)、見事な秋晴れのもと茨木カンツ

リー倶楽部にて第 2 回大手前 RC ゴルフコンペが

11 名の参加を得て開催されました。 

おり、保護者・クラブ関係者を入れると 39 名の

参加があり、ガバナー事務所会議室が満員状態で

した。当クラブからも、竹森新世代奉仕委員長と

推薦者でありホストファミリーもして頂く河野委

員夫妻に参加頂きました。今後のスケジュールや

提出書類等についての説明を行い、本人・保護者・

クラブへのそれぞれの注意点やお願いを致しまし

た。派遣候補生の英語によるスピーチは、初回に

しては例年に比べると大変良かったと思います。

今後このオリエンテーションが、派遣まで 6 回毎

月開催されます。 
次回オリエンテーション:12 月 7 日(土)15:00～17:00 

― 第2回大手前RCゴルフコンペ報告 ― 

少しだけ紅葉が見え始

めた素晴らしいコースと

11 月とは思えない暖かさ

も手伝って、当日はハイ

レベルな戦いが予想され

ましたが、以外にも皆さ

ん、苦戦されたようで、

その間隙をぬって幹事の

私が優勝をしてしまいま

次回は桜の美しい季節の開催を予定しておりま

すので、皆様のご参加をお待ちしています。 

した。当日、参加させていただいた家内も 7 位入

賞と皆さんには厚かましい夫婦だと思われた事で

しょう。 
しかし最も喜んでおられたのは中村(匡)会員で

はないでしょうか。その理由を誌面に載せる訳に

はいきませんので、興味のある方はご本人にお尋

ね下さい。 

 

 

 

 

11 月 29 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢芙蓉の間｣ 

     〈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 


