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先週の例会報告 

皆さんこんにちは。先週例会後は社会奉仕委員

会の行事であり初めての F.V.P.の事業として、大

阪市立視覚特別支援学校へ《拡大読書器 2 台》を

贈呈してまいりました。 
また、次の日は、秋の親睦家族会が行われまし

た。伊勢神宮では、神酒で体を清めた後、御神楽

を観賞し、内宮・外宮共に特別参拝ができました。

そのお蔭か今日の皆様のお顔には清められた皆さ

んの体にパワーが漲っている様に見えます。(中
略)私としても本当に満足しています。 
さて本日の建築は≪日本の建築その 14≫禅宗

様(唐様)についてです。鎌倉時代初期から禅宗寺

院で取り入れられ始め、武士の帰依を受け 13 世

紀後半から盛んになった様式で、当時の宋の建築

の直写が目指されました。(例：建長寺・円覚寺・

天龍寺・大覚寺・建仁寺・瑞龍寺 etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

正福寺地蔵堂清(東京)       先端が細く 尾垂木 
 

 
 
 
 
 

詰組       軒下(上層･裳階)扇垂木 
特徴は                 
•禅宗様では柱上と同じ｢組物｣が柱間の中央間に

2 組、脇間には 1 組が設置されます。屋根に強い

反り。放射状に垂木を置く扇垂木。柱と柱の間に

も組物を入れる詰組(つめぐみ)。 貫(ぬき)を使い

構造強化(長押は用いられず)。礎盤を置く 窓は上

部に複雑な曲線の付いた火灯窓(花頭窓)がある。

和様では｢組物｣は柱上のみで柱と柱の間・柱間に

は何もないかあるいは間斗束ないし蟇股が設けら

れます。 
•扉は桟唐戸、壁は竪板壁で土壁は殆どない。 床
は土間床で、瓦の四半敷(目地が縦横の線に対し

45 度になる敷き方)で仕上げる  
•建物の外部には彩色をしない素木造りだが、内部

はその限りではない 
 
 
 
 
 
粽と定礎と礎石   ｢花頭曲線(青矢印)の扉｣      抜き構造 

         と｢花頭窓(緑矢印)｣ 

･例会（18：00～ ） 

･クリスマス家族会（18：30～ ） 

･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 13 日 第 1476 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 20 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 



福井・・・誕生日自祝。 
長谷・・・本日年次総会です。よろしくお願い致

します。山本(博)様、卓話楽しみにし

ています。 
金髙・・・岡田委員長、先日の家族会ありがとう

ございました。 
木村・・・博史さん、卓話中寝ないで聞きます。 
小林・・・先週は、おつかれさまでした。お世話

下さった方々ありがとうございまし

た。 
前田・・・山本さん、卓話、人生勉強させていた

だきます。 
松葉・・・結婚記念日自祝。 
中村(不)・お祝い自祝！ありがとうございます！ 
中村(匡)・健康な日々に感謝して！！岡田親睦活

動委員長、伊勢神宮参拝家族会、お世

話になりありがとうございました。 
西尾・・・X’mas 家族会、欠席おわび。 
岡田・・・山本(博)さん、卓話楽しみです。 
大蔭・・・先週の市立視覚特別支援学校 FVP 贈呈

式への参加、及び伊勢神宮への家族会

への参加！皆様ありがとうございまし

た。 
大本・・・親睦旅行、欠席のおわび。ハワイでメ

ーキャップしました！ 
山本(依)・山本博史さん、卓話楽しみです。がん

ばって下さい。 
山本(博)・本日卓話です。宜しく。 

１．本日は年次総会がありますので例会が終了し

ても退席されず、そのままでお願い致します。 
２．定例理事会とインターシティミーティング

(I.M.)6 組の出欠をポスティングしています。 
３．次週の理事会議案書がある方は、なるべく早

く提出下さい。 
４．地区大会の出欠を 13 日までに提出下さい。

クリスマス家族会の出欠は提出期限が過ぎて

います。至急提出願います。 
５．中村匡克会員の御母堂様が御逝去されました。

家族葬にされましたので後日供花をお送りさ

せていただきます。 

― 先週の卓話 ― 

｢人生いろいろパート 3｣ 
山本 博史 

久しぶりに卓話をやらせていただき感謝してい

ます。卓話のタイトルは今回も人生いろいろパー

ト 3 としました。自分にとってこのタイトルは、

非常に意義のあるものです。なぜならば、今まで

携わってきた事業や仕事、又は、人間関係がどう

であったかと反省する機会だと捉えています。 
その中でも私の人生にとっては青少年期に野球

をやらしてもらった事です。野球を通じて、いろ

んな事を教わりました。先輩、後輩との礼儀作法

や、一流選手の努力は並大抵の努力では無い事や、

明るさはチーム力アップする事等、あげればまだ

まだ沢山の教えや気付きをもらいました。それが

社会人となった時に充分に活かされたのも事実で

す。野球で学んだ事を社会で実践し、成功又は失

敗の経験を肥やしにして、更に経営者になった時

に又それらの事例が活かされたと、今もって強く

感じる事が出来ます。 
今の私の自論は、生まれて 20 才～22 才までは、

親、先生、先輩のスネをかじって成長させてもら

った。22 才～60 才は、前半はまだまだスネをか

じっているが、後半はスネをかじられる事も増え

てきた。60 才～はスネをかじりっぱなしだった

22 才までの借りを返す時期だと思っています。だ

から若い人、これから成長する人に力を与える人

生を過ごして、自分の人生に納得する事だと最近

は強く思っています。 
その為にも、まず健康な体になる事だと思い、

病院に入院して検査をしてもらい短期間でそこそ

この結果が出ましたので、無理しないで最終コー

ナーを走って行きたいと思います。 

開催日：2013 年 12 月 6 日(金) 
出席会員数：27 名 
(会員総数 35 名、内出席規定適用免除会員 5 名) 
去る 10 月 26 日の指名委員会で指名され、例会

で発表された次年度理事・役員候補者 11 名が全

員当選し、下記の通り決定いたしました。 
2014～2015 年度クラブ役員・理事 
〈役員〉        〈理事〉 

直前会長   大蔭政勝  理事 松浦貞男 
会長ノミニー 中林邦友  理事 三木元昭 
副会長    岡本雄介  理事 岡田耕平 
幹事     大本達也  理事 関 謙二 
会計     河野裕一  理事 辻村和弘 
SAA         中村不二    

 

＜合計 ￥45,000 -  累計 ￥1,020,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 年次総会報告 ― 

12 月 13 日のメニュー 

シーフードカレー バターライス添え 

季節のサラダ 

コーヒー 



帰り道の電車では、子供たちといっぱい話や遊

びを迷惑にならない様にしているとあっという間

に道場駅に着きました。夕暮れの中、みんな手を

つないで自然の中を歩いて帰っていると会うとき

は嬉しいですがお別れするときは寂しさを感じな

がら学園に到着。辻村会員にご協力頂き、子供た

ち全員分の手造りお菓子を贈呈しました。参加頂

きました会員の皆さま、本当にありがとうござい

ました。子供たちの笑顔が何よりの力になります。

子供たちが将来活躍する一助になればと思いまし

た。参加して頂いたメンバー(アルファベット順) 
長谷会員・金髙会員・木村会員・北村会員・中野会

員・大陰会員・辻村会員・竹森、今回の事業に、残

念ながら体調不良で参加できなかった山本(依)会員 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
事業先：尼崎市尼崎学園 
日時：2013 年 12 月 8 日(日)9 時 30 分～16 時 30 分 
実施場所：インスタントラーメン発明記念館 
当日の朝、尼崎学園に到着し挨拶を済ますと今

回の事業に参加してくれる子供たちが集合のアナ

ウンスと共に玄関へ続々と集まって来ました。私

の顔を見るなり、｢マリオは？マリオは？｣です。

私の事も覚えてくれていますがマリオに一刻も早

く会いたいようで、少しヤキモチです。ちなみに

マリオ＝辻村会員です。 
引率の先生から注意事項を説明があり、その後

私から子供たちへ挨拶をしました。大きな声で｢あ

りがとうございます。｣と挨拶してくれました。学

園をスタートし、徒歩で最寄り駅の JR 福知山線

道場駅へ向かいました。お出かけが楽しいので歩

くスピードも快活で途中脱線する子供も中にはチ

ラホラ。電車に乗り、阪急電車に乗り換え一路池

田駅へ しかし、予定に電車に乗り遅れ池田駅に

着いたのは 11 時 25 分。そこで、今回参加頂きま

したメンバーと合流。 
そして、すぐに昼食場所｢はたごや｣に到着。食

事が運ばれてきて、お腹を空かせた子供たちは美

味しそうに頬張って食べていました。先生から聞

くとお刺身等の生物は、学園の食事では出さない

そうです。 
食事も終り、いよいよお待ちかねの｢インスタン

トラーメン発明記念館｣へ。すると入り口で施設の

方が出迎えて頂き、チキンラーメンの手造り体験

場所へ案内してもらいました。軽快なトークのお

兄さんが仕切、手造りチキンラーメンは完成。袋

にはオリジナルのイラストをカラフルな色合いで

子供たちは仕上げてました。 
その後は、カップヌードルのオリジナルを作成

しました。手には、チキンラーメン・カップラー

メンとチキンラーメンのバンダナをお土産に阪急

池田駅へ向かいました。駅で、メンバーと挨拶を

して帰路につきました。 

― 尼崎学園事業報告 ― 

贈呈しました手造りお菓子の製造を行って頂き

ましたのは、｢社会福祉法人コスモス ほくぶ障害

者作業所｣と言う施設で、障害福祉関連事業・保育

関連事業・高齢福祉関連事業を展開している企業

です。障害福祉関連事業について下記に説明しま

す。無認可作業所から出発したコスモスは、『どん

なに重い障害があっても利用を希望する人たちを

受けとめていく。どんなに重い障害があっても、

その人に合わせた労働保障を追及していく。 
自立して暮らすための生活の保障を追及してい

く。』ことを大切にしてきました。就労や労働を基

本にして豊かな日中活動づくりを大切にし、どん

なに重い障害があっても、利用者一人一人に合っ

た仕事をつくっていくことを大切にした取り組み

をとおして、工賃額(給料)の向上、社会の一員と

して働くことをめざしています。 
私たちは、日中活動の保障とともに、利用者の自

立した生活を支えていくことを新たな課題として

ケアホームづくり、ショートステイ事業、ヘルパ

ー派遣事業を取り組んできています。2006 年、障

害者自立支援法の施行によって、利用者にも新た

な費用負担が生じ、サービスの利用控えが起こる

など、これまで作り上げた制度の根幹が大きく変

ってきています。当法人としては、これまで以上

に必要な事業を展開し、障害のある人達が安心し

て暮らしていける街づくりをめざします。 

 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0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  27名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  3 名 
<12 月 6 日の出席率 93.75％>  

Make up を含む 11/15 の出席率 90.00％ 

地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
◆12 月度青少年交換委員会(13：30～15：00) 
日時：2013 年 12 月 7 日(土) 
場所：シティプラザ大阪 
・派遣候補生の相手国との進捗について、フラン

ス 2 名・ブラジル 2 名・フィンランド 1 名・ア

メリカ 3 名はほぼ確定。あとアメリカ 2 名につ

いて交渉中。 
・東京研修旅行・広島研修旅行について、東京旅

行はオプションとする。 
・5 月 23 日(土)の新世代ワークショップについて、

福島県会津若松市で行われる第 3 回全国委員長

会議と重なる為、山本・辻村は欠席となります。 
・来日生・派遣候補生については、順調で特に問

題は無し。 
次回委員会：2014 年 1 月 18 日(土)12：30～14：00 
◆第 2 回派遣候補生オリエンテーション 

(15：00～16：30) 
・英語でのスピーチについて、前回と比べて全員

が注意点を修正して来ており、声も大きく内容

についても良くなっていた。毎年思う事だが、

新世代の彼らは無限の可能性を持っており素晴

らしい。少しでも彼らのサポートを出来るよう、

委員会としては全面的にバックアップして行か

なければいけないと、改めて思いました。 
次回オリエンテーション：2014 年 1 月 18 日(土) 

14：00～16：30 
◆クリスマス会(17：00～19：30) 
 毎年恒例のローテックスが企画運営するクリス

マス会が、福家ガバナー・岡部パストガバナー・

泉ガバナーエレクトも参加され開催されました。 
派遣候補生の英語でのスピーチ、来日学生のかく

し芸、全員参加でのゲーム、プレゼント交換会等、

盛り沢山で大変楽しい会でした。福家ガバナーが

非常に感動され、2 月の地区大会で帰国学生によ

る報告スピーチの時間を取って頂けることと成り

ました。 

― 直近の行事予定 ― 

・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｣) 

・2月 7 日(金)   

ノミニー理事会 

   (場所未定) 

・2月 21 日(金)  14：00～ 

地区大会第 1 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・2月 22 日(土)  13：00～17：30 

地区大会第 2 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・3月 15 日(土)  13：00～17：00 

IM 

   (ホテル阪急インターナショナル) 

 

 

 

 

12 月 20 日の例会場 

帝国ホテル大阪5階｢八重の間｣ 

     〈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 ― 


