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先週の例会報告 

本日は、来年 3 月 15 日に開催される IM6 組イ

ンターシティーミーティングのご紹介で、ホスト

クラブ・大阪東淀ちゃやまち RC の大澤会長が来

られております。当日は全員で参加したいと思い

ます、最後までごゆっくりと歓談ください。また、

今日私は、大阪城北 RC 会長の廣田敦善様の告別

式(昨夜は長谷幹事とお通夜に参列)に参列してま

いりました。廣田様は、10 月 4 日第１回目の夜例

会にお客様と来られた翌日、緊急入院されました

が、4 日前ご逝去されました。生前は精力的にロ

ータリー活動に取り組まれておりましたが誠に残

念です。御本人のご冥福をお祈りいたします。 
 
 
 
 
 

サヴォア邸            ロンシャンの教会 
さて、本日の建築は≪現代の建築・その 7≫ 

ル・コルビュジエのお話です。｢近代建築の三大巨

匠｣の一人で日本では、上野の国立西洋美術館を設

計しております。また世界中の全ての建築家に影

響を与えており、前川国男、吉坂隆正、丹下健三

など日本の代表的建築家の作風にも極めて強い類

似性が認められます。建築の実践の場において機

能性あるいは美学の達成への応用とした｢モデュ

ロール｣の寸法体系理論を提案し、住宅建設方法で

は｢ドミノシステム｣も発表し雑誌『レスプリ・ヌ

ーヴォー』を創刊『建築をめざして』を発表しま

した。さらに｢住宅は住むための機械である｣と名

言を吐き、『サヴォア邸』では、｢近代建築の五原

則｣【ピロティー・屋上庭園・独立柱・連続窓・自

由な平面】を示しました。私も若い時、彼の作品

を直で見たくて、北インドのチャンディーガルま

で旅したこともありましたが、そこでは都市計画

まで彼の理論を実践しており、キャピタルに相応

しい建築作品が広大な敷地に芸術的に配置されて

おりました。(中略) 
 

 
 
 
ﾁｬﾝﾃﾞｨｰｶﾞﾙ・最高裁法廷    ﾁｬﾝﾃﾞｨｰｶﾞﾙ・議会議事堂 
後期の代表作『ロンシャンの礼拝堂』では、自

由な彫塑的造形を示し、従来主張していた近代建

築の指標である機能性・合理性を超える新たな表

現に達しました。我々ロータリアンも規則や定款

を超えた時に、初めて見えてくるのが奉仕の理想

とも思います。 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･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  ♪｢ロータリー讃歌｣♪ 

･卓話 

｢男と女の違いの中で生き抜く｣ 

朝槻 真紀子会員 

･ピアノ 「クリスマスソング」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 11 月 29 日 第 1474 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(12 月 6 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 



大阪東淀ちゃやまち RC 会長大澤一雅氏 
・・・来年の I.M.の PR と参加へのお願い。 

福井・・・本日卓話です。 
長谷・・・大阪東淀ちゃやまち RC 大澤会長、I.M.

の PR よろしくお願いします。福井さ

ま、本日の卓話楽しみにしています。 
木村・・・①福井ちゃん、ケッパレ。 
     ②城北 RC 広田会長‐逝去｢合掌｣ 
北村・・・陳さん、米山スピーチコンテスト準優

勝おめでとうございます。 
松葉・・・家族会参加出来ずに残念です。 
中村(不)・松浦さん、先日は楽しいお時間を頂き

有難うございました！ 
中村(匡)・先日のゴルフコンペ思わぬ臨時収入が

ございました。ラッキーに感謝！！ 
大蔭・・・大阪城北RC 会長廣田様の御冥福をお祈

り致します。大阪東淀ちゃやまちRC 大

澤会長、ようこそおいで下さいました。 
大本・・・区役所行って婚姻届出して来ました！ 

― 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  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 11 名 
<11 月 22 日の出席率 69.70％>  

Make up を含む 11/1 の出席率 80.65％ 

１．大阪城北 RC 会長広田敦善様がご逝去になら

れました。当クラブから弔電と供花をしまし

たのでご報告致します。  
２．第 2660 地区第 6 組の I.M.の PR に今年度ホ

ストクラブの大阪東淀ちゃやまち RC 大澤会

長がお越し下さいました。後ほどご挨拶をお

願い致します。 

― 先週の卓話 ― 

地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
◆国際交流のつどい 
日時：2013 年 11 月 17 日(日)17：45～20：00 
場所：国際交流会館ホテル 
大阪鶴見ロータリークラブ主催で、24 年前から

続いている事業で、毎年来日学生が参加していま

したが、本年度より派遣候補生・ローテックス・

ローターアクト・米山奨学生も参加して 100 名弱

の大きな会と成りました。ロータリー以外の日本

語学校の留学生も毎年参加しており、作文コンク

ールの表彰があったり、留学生全員によるチアリ

ーディング、歌や踊りと参加者全員が大変楽しま

せて頂きました。設営をして頂きました大阪鶴見

ロータリークラブ様に感謝致します。 

・親睦活動委員会 
副委員長 辻村 和弘 

・12 月 20 日(金)18:30～帝国ホテル｢八重の間｣に

てクリスマス家族会を開催致致します。ご家族の

方にも喜んで頂ける企画を予定しておりますの

で、多数のご参加お待ちしております。出欠は 12
月 4 日(水)までにお願い致します。 
・11 月 30 日(土)の伊勢方面への親睦家族旅行につ

いて、行程表にも有りますように、7:00 帝国ホテ

ル出発と成っておりますので遅れないようお願い

します。また、服装につきましては、公式参拝の

為、男性は濃紺のスーツにネクタイ、女性はこれ

に準ずる服装でご参加お願い致します。 

｢題名のない卓話｣ 
福井 教男 

今回の｢題名のない卓話｣は、20 年に一度の式年

遷宮の年でもあり、今年度ＩＭ6 組インターシテ

ィミーティングの題材にも取り上げられ、また来

週予定されている親睦家族旅行の行き先でもあ

る、伊勢神宮でも使用されている｢ひのき｣につい

てお話します。 
ひのきの天然木は世界的にも非常に素晴らしい

木材で、特徴としては年輪が綺麗に等間隔に並ん

でおり、非常に水に強く 20 年間水に浸けておい

ても腐らず、墨で字を書いても滲まない。ただ昨

今の異常気象また早期伐採などで、所有林のひの

きでは足りなくなった為、現在はあすなろを一部

使用しているのではないだろうか。このひのきの

中でも特に素晴らしいのが木曽ひのきで非常に高

価であり、天然木がほぼない状態です。他県にも

ひのきはあるが、50～60 年たつと違いがでてく

る。現在ではアメリカのひのきが主流で、過去に

は東南アジアや台湾などからも輸入していたが、

これも日本人のひのき好きが災いして、輸出禁止

になっている。 
最後に、天然の木材は限りある大切な資源です

ので大切にお取り扱い下さい。 

― 臨時理事会議事録 ― 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていただ

きました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。 

 

 

 

 

＜合計 ￥34,000 -  累計 ￥931,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

12 月 6 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

     〈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 ― 

― 委員会報告 ― 

11 月 29 日のメニュー 
カレー風味のチキンクリームスープ 

マルガトゥーニ 
ブリのグリエに秋野菜を添えて 

季節のサラダ 
オレンジ風味のシブースト 

エキゾチックソルベを添えて 
コーヒー 

日 時：2013 年 11 月 22 日(金) 

審議議案： 

1．平成 25 年 11 月 15 日付で田中商人会員が退会

する旨、承認。 


