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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、米山奨学生スピーチコンテ

ストで特別賞に輝いた当クラブ米山奨学生の陳瑋

文さん、大阪東 RC の青井様、大阪南 RC の鶴田

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。 
本日私は、右足靱帯(じんたい)を故障しており

ます。原因は齢(とし)甲斐(がい)もなくドライバー

を振っていたからです。 
実はここ 1～2 ケ月前からドライバーの飛距離

が 20～30 ヤード伸びているのです。9 月末、パナ

ソニックオープンでスコアラーをしましたが、小

林プロや小平プロなどに付き、間近に観察し｢飛び

のヒント｣を掴みました。完全に体得してはおりま

せんが、先日も先輩ゴルファーにお教えしました

ら、すぐに効果が出て大喜び、お祝いに昼食では

赤白 2 本のワインを空けました。(中略)でもゴル

フも準備体操なしにしない方がいいですね。 
さて、本日の建築は≪現代の建築・その 8≫ミ

ース・ファン・デル・ローエです。 
彼は近代建築の三大巨匠で、｢Less is more.｣や

｢God is in the detail｣という標語で知られています。 

 
 
 
 
 

バルセロナ パビリオン         ファンズワース邸 
ドイツ・パヴィリオンは、鉄とガラスで構成さ

れ、大理石の壁を配し、建築史上の意義があるモ

ダニズムの空間を実現しました。バウハウスの第

3 代校長をし、I.I.T.建築学科の主任教授を務め、

クラウン・ホールの設計を手がけました。ファン

ズワース邸、まさに｢Less is more.｣です。全ての

建築家の心も吸い込まれてしまいます。 
 
 
 
 
 
 

レイクショアドライブ・アパートメント 
超高層ビルの実作品としてのシーグラムビル、レ

イクショアドライブ・アパートメントなどモダニ

ズムの最も優れた建築デザインです。ミースには

優れた門下生も多く『現代の高層建築の礎(いしず

え)を創造した建築家』でもありました。 

･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 

･年次総会 

･ピアノ 「クリスマスソング」 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢3.11 を振り返って 

朗読 恋文大賞受賞作品『あなたへ』 

小泉八雲作『稲村の火』｣ 

山本 依津子会員 

･1 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ 「クリスマスソング」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 12 月 6 日 第 1475 回例会 
家族月間 

 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 13 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 



朝槻・・・世界平和ができる日本にカンパイ！！ 
福井・・・なにもなし。 
長谷・・・スピーチコンテストで陳瑋文さまおめ

でとうございます。明日は親睦委員会

の伊勢家族会楽しみです。 
前田・・・朝槻さん、卓話がんばって下さい。 
松浦・・・伊勢への旅、親睦委員会の皆さんお世

話になります。ありがとう。 
三木・・・明日のバス旅行楽しみにしています。 
岡田・・・明日の親睦家族会よろしくお願いしま

す。 
岡本・・・本日、社会奉仕事業よろしくお願いい

たします。よろしくお願いいたします。

朝槻さん卓話楽しみです。明日の親睦

旅行、欠席申し訳ございません。 
大蔭・・・明日の伊勢神宮参拝の家族会、楽しみ

にしています。 
佐々木・・寒さにふるえています。ヨーロッパ、

ドバイと廻ってきました。 
曽我部・・朝槻さんの卓話、楽しみです。陳さん

特別賞おめでたう。 
竹森・・・来週 12 月 8 日尼崎学園向け事業行い

ます。宜しくお願い致します。 
田中(健)・毎度欠席します。 
山本(依)・朝槻さん、卓話がんばって下さい。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 2名   会 員 数  35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  23名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  7 名 
<11 月 29 日の出席率 81.25％> 

Make up を含む 11/8 の出席率 75.00％ 

１．本日地区大会登録申込書をポスティングして

います。ご記入の上、事務局まで FAX お願い

致します。  
２．先日の大輪ゴルフ会に参加された方に収支報

告を兼ねた御礼状をポスティングしていま

す。ご確認下さい。 
３．本日の週報に掲載されていますが、15 日付け

で田中商人会員が退会されましたので、本日

より会員数 35 名となります。 

― 先週の卓話 ― 

・親睦活動委員会 
委員長 岡田 耕平 

12月 20日(金)18:30から帝国ホテル｢八重の間｣

でクリスマス家族会を開催します。当日はプレゼ

ント交換やチャリティーオークション、更には社

交ダンスの先生による参加型のアトラクションを

予定しています。多くの皆様にご出席いただき楽

しいクリスマス家族会にしたいと思いますので、

提出期日の 12 月 4 日までに出欠のご回答をお願

いいたします。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 
2013 年 12 月 8 日尼崎学園向け奉仕事業を行い

ます。参加して頂ける方へ、本日ポスティングし

ております。ご確認ください。当日、お車でお越

しの方は｢インスタントラーメン発明記念館｣の駐

車場はそんなに多くの車は止れません。満車の場

合は近くにコインパーキングが数カ所ございます

ので、そちらをご利用下さい。阪急池田駅で集合

です。宜しくお願い致します。 
｢男と女の違いの中で生き抜く｣ 

朝槻 真紀子 
本日は、[男と女の違い、の中で生き抜く]とい

うテーマです。世間では右脳と左脳のちがいで分

けられています。本来、左脳は、思考や倫理をつ

かさどり人間的だといわれ、右脳は、五感や感性

をつかさどり動物的であると。 

前者は男性を表現し、後者は女性といわれます。

でも、それ以外の私の診方は 女性は目の前のこ

とだけ見て突っ走る。想像と直感で感じたことを

根拠もなく即しゃべる。男性は一歩下がって広い

視野でものを見るので社会で通用する内容で、話

は、脳で考えてミスのない話を口から出すので、

ゆっくり話す。なので、矢継ぎ早に話す女性に男

性が勝てるわけがないのです―(仕事で疲れた主

人に、帰りに買い物まで頼み、忘れるとバカよわ

ばり！！でも男性はそんな些細なこと、覚えない

脳なんですよ。全て、自分と同じと判断しての決

めつけは、じゃあ男と同じ仕事があなたにできる

でしょうか？と問いたい。父さんの時間給は買い

物し忘れたジャガイモ 1 つとは変えられない価値

のあるものなのですと理解しましょう)と話して

差し上げたい。 

  島国日本の最近の風潮は、そんな口下手なお父

さんに物足りなくなり、臭い・とろいと不平を募

らせ、それが人から人へと煽られて、どこもかし

こも大黒柱である父さんなのに粗末にされ、他人

幹事 長谷 裕代 
2013 年 11 月 20 日(水曜日)PM6 時から 8 時 30

分太閤園｢桜苑｣にて大阪城北 RC 森本幹事の司会

進行にて始まりました。ガバナー補佐の山田様の

開会の挨拶の中で城北 RC 広田会長がご逝去され

たことをご報告、全員で黙祷しました。出席者紹

介のあと各クラブの今年度の活動報告と抱負を語

りました。 

― 第 3回 IM 第 6 組睦輪会報告 ― 

12 月 6 日のメニュー 
和食 

松花堂弁当 
なだ万 

 

＜合計 ￥44,000 -  累計 ￥975,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

12 月 13 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

 



社会奉仕委員長 岡本 雄介 
今年度申請した地区補助金が受理されたので、

大阪市立視覚特別支援学校に拡大読書器を 2 台贈

呈した。同校において 11 月 27 日(金)15～16 時に

その贈呈式が行われ、我がクラブから会長・幹事

を含め 10 名のメンバーが参加した。 
 学校に到着後まず学校内、授業風景を見学し詳

しくご説明いただいた。鍼灸の実技を勉強する場

では、実際の患者さんが学校に来られ、(実践的な

模擬)治療を進めながら覚えていくというもので

あった。カルテの作成なども勉強され、本番さな

がらの授業である。我々も是非(患者として)如何

ですか？と勧められた。近所の住民の方々が来ら

れるそうだ。カルテ作成の場面では贈呈した拡大

読書器が非常に役立つのだ、と感謝いただいた。 
 廊下を移動する時は必ず右側通行し、教室内で物

を置く時もルールに従って整然と置かれている。そ

の徹底ぶりには驚かされる。しゃべりながら廊下の

左右両側を歩いている我々が少し恥ずかしく感じ

た。行き交う生徒さん、先生方は非常に礼儀正しく

気持ちがよかった。図書館で点字の書物を見せてい

ただき、通常 1 冊の｢ハリーポッター」の本が点字

になると数十冊にも膨れ上がるのには驚かされた。

国語辞典に及んではさらに多くなる。 
 動物の剥製などが飾られている教室では、実際

の動物の形を認識するために手で触って覚えるの

だそうだ。鳥、ペンギンなど様々な動物たちがと

ころ狭しと並んでいる。私たちは目で見て物、動

物を認識するが、果たして目をつぶって見たこと

もないものを手の感触で覚えることができるだろ

うか･･･。 
屋外のグランドはできるだけ安心して安全に運

動してもらえるようにと、かなり広い面積を確保

している。運動会の徒競走ではロープを中心に固

定し、端を持ちそれをピンと張り円を描くように

全力で走る。目をつぶって全力で走るのは相当恐

怖があるのではないだろうか。 
 幼児の部屋では分厚い絵本があり、その中の絵

はクッション、布で浮き出るように立体的に作ら

れている。ページをめくる毎に少しずつ絵を変化

させ、まるで動いているようだ。ボランティアの

方が手作りで作られたらしいが、その手間はいか

ほどだったか･･･。その他点字のコピー機など、見

の前で悪口三昧、落とし込む。家族への悪しき言

葉・扱いは結果、天に向かってつばを吐くこと＝

その汚い人の奥様や子は、そのままあなた方に跳

ね返ってくることにお気づきだろうか？お金を持

って帰り家庭を守るお父さんはサンタさんなの

で、大切にしましょう。と奥様方に説いています。

かなり、ドキッっとこたえ、気づいてくださるよ

うです。その反省心はいつまで持つのかわかりま

せんが。こんな女性の脳や性をよく見極めて、賢

い男性は｢お釈迦様の手のひらの上で勝手をさせ

ている｣と広い器で対応し、うまく賢く生き抜いて

いただきたい。 

日本だけを見ていると他国の女性との違いに驚

きます。私は昔、イタリア映画でソフィア・ロー

レンの役に、イタリア女のすさまじさを見ていま

した。時が移り、塩野七生の｢イタリア｣をすべて

読んで、ナットク！！ 

｢ルネッサンスの女たち｣の中でもカテリーナ・ス

フォルツアには驚愕。ミラノ公国の血筋であり、

フォルリの侯爵の妃で、侯爵亡きあと女の身で 12
年間、襲ってくる隣国を蹴散らして守ってきた。

その襲撃に愛する子を人質に取られ、返してほし

くば国を明け渡せと迫られたとき、城壁に立ち、

スカートをめくり、｢子の 1 人や 2 人、ここがあ

ればいくらでも生める｣と言い放った。日本の母な

ら、わが命と取り換えてでも･･･とヨヨと泣き崩れ

るいうところだが。 

イタリア人がすべてそうではないと思うが、まあ、

日本人にはできない芸当である。最近の日本人も、

近年、変わってきましたが。 

 ちなみに、このカテリーナの最期は、当時 3～
40の小国イタリアを1つにまとめ？自分のものに

しようとしたチェーザレ・ボルジアの襲撃に対し、

だまそうと試み失敗、怒りを買い、数日間、凌辱

までされて、逝った。(チェーザレ・ボルジアは、

父が法王アレッサンドロ 6 世、という位を得たがた

めに、その跡取りになるであろう実弟を闇の中で亡

き者にし、テベレ川に投げ込んだ。イタリア全土を

震撼とさせたほどの人。カテリーナ・スフォルツア

から手にいれたイーモラの町で、都市計画まで行

い、レオナルド・ダ・ヴィンチは、夢を持って参加

していた。マキアッベリの｢君主論｣はフィレンツェ

から派遣されたマキアッベリが長期戦でチェーザ

レ・ボルジアと交渉中であった時に君主としてある

べき姿をまとめたものです。) 

日本は黄金の国、とマルコポーロに言われ、そ

の明確な意味は、不明でしたね。現代、日本は何

をさせても世界一を掌握できていることに気が付

きはじめています。戦争に負け、｢自由を得た｣。

島国日本でタテ社会で得た、目上を敬う中で学び

続けたそれは、一人一人がおのれを高める特殊才

能、感性に誰しもできない世界一を作り出したの

です。世界一洗練された国として。なのに、男の

人を見下げる姿勢は恥ずかしい。世界の国々に飛

び出て、自分の目で見て、美しい日本人という自

覚を持って生きて戴きたい。 

北極の氷から、日本にハリケーンのようなもの

が来るといわれる今、水害・竜巻などの災害や中

― 大阪市立視覚特別支援学校贈呈式報告 ― 

国・朝鮮からの甚振りにも負けない強い精神で立

ち向かっていただきたい。これから生きる、皆様

方のお子やお孫さんのためにも、幸せな道を用意

してあげてください。お母さんは、何が起きても

子を守れる賢いお母さんであってください。 

最期に、世界平和を願うマララちゃん(16 歳、

頭部に銃弾を浴び、今も命を狙われる)は銃ではな

くて、本を送ってくださいという悲痛な叫びに、

私は著書｢幸せを呼ぶ魔法使い｣を送ろうとして翻

訳家を探しています。どなたか、詩の翻訳のでき

る方をご紹介くださいませんか？ 

人を慈しんで、美しい日本の取戻しを、ただた

だ願っています。 

 



地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
◆第 2 回全国青少年交換委員長会議 
日時：2013 年 11 月 30 日(土)11：00～16：00 
場所：品川プリンスホテルメインタワー8 階ター

コイズ 
今年度より認定地区ではロータリー章典で要求

されている保険の遵守が求められている中、

RIJYEC が作成したガイドラインについて、各地

区委員長より色々と活発な意見交換がなされまし

た。他国と比べると日本の保険料はどうしても高

くなってしまうので、全地区合意の日本版旅行者

保険としてまとめていくのは相当大変です。2014
年度より開始の予定で進めていますが、まだまだ

問題点が山積みです。 
次回開催：2014 年 5 月 24 日(土)25 日(日) 

福島県会津若松市 

大いに盛り上がりました。道中は行き届かなかっ

た点があったかと思いますが、皆様の温かいご協

力により定刻 19:00 前にホテルに戻る事ができま

した。本当に有難うございました。 
12 月 20 日にはクリスマス家族会、そして来春

には一泊二日の親睦家族旅行を予定しておりま

す。いずれも親睦活動委員会で楽しい企画を考え

ておりますので、より多くの方々にご参加いただ

ければ幸いです。文末になりましたが事前の準備

でご協力いただいた事務局の黒田さん、また当日、

ツアーコンダクター顔負けの活躍をして下さった

竹森さんのご協力に心から感謝いたします。 

せていただくものなど初めて見るもので驚きの連

続であった。 
 見学のあと大蔭会長から教頭先生へ目録をお渡

しし、正式に 2 台を贈呈した。見学させていただ

いたことで拡大読書器が非常に有用に活用されて

いることを感じるとともに、反面まだまだ生徒さ

んの数に対し台数が足りていないのも実感した。 
 今回の事業のように詳しく見学させていただく

ことで奉仕先の学校、団体等の実情を認識すること

ができた。これから私たちの奉仕の進め方、考え方

などの一助になれば幸いである。参加いただいた会

員の皆様、お忙しい中ありがとうございました。 
 ご参加いただきました会員：長谷、金髙、三木、

中村匡、大蔭、佐々木、曽我部、竹森、山本依、

岡本 10 名 

親睦活動委員長 岡田 耕平 
11 月 30 日(土)、28 名の参加を得て、伊勢神宮

へ親睦家族旅行に出掛けました。当日は晴天に恵

まれ、また懸念していた渋滞に巻き込まれる事も

なく快適な旅となりました。内宮、外宮ともに特

別参拝をする為、皆様には正装でご参加いただき、

少し、窮屈な思いをさせてしまいましたが、いず

れの参拝も厳かな雰囲気の中、独特の雰囲気を味

わう事が出来ました。また｢神遊び｣とも言われる

御神楽も何とも優美な雰囲気で、宮中儀式の素晴

らしさを参加者全員で堪能しました。 
更にお昼は大蔭会長のご紹介により｢花菖蒲｣と

いうお店に行き、美味しい料理と少し？のお酒で

― 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 ― 

― お誕生日おめでとう ― 

― クリスマスおめでとう ― 

 

 

 

 

     〈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 ― 

― 秋の親睦家族会報告 ― 

西尾 昌也（14 日）松葉 知幸（19 日） 

小松 英宣（16 日）大蔭 政勝（24 日） 

小林アツ子 宝永産業㈱       （1963） 

・ホームクラブ 6 ヶ月皆出席表彰 

中村 不二・岡本 雄介 

・1 ヶ年皆出席表彰 

大蔭 政勝 

・20 ヶ年皆出席表彰 

関 謙二 

小松 英宣（14 日）前田 康廣（19 日） 

福井 教男（28 日）佐々木 宏（19 日） 

長谷 裕代（24 日）北村 光司（24 日） 

中村 不二（24 日）大本 達也（24 日） 

竹森 敏麿（24 日）辻村 和弘（24 日） 


