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先週の例会報告 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 1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  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8 名 
<12 月 13 日の出席率 78.13％> 

Make up を含む 11/22 の出席率 93.33％ 

皆さんこんにちは。本日は大阪大淀 RC より長

谷川眞哲さん、ようこそおいでくださいました。 
今年も師走です。何かと忙しくなってまいりま

した。私も先週例会日は J.C.の忘年会、翌土曜日

は父の五十日祭で山口に、日曜日はでラーメン作

り、月～火と打ち上げ会などが続き、中々持病が

治せません。皆様方もこの時期は特に注意して、

自分の体を大切にしてあげてください。 
新世代奉仕委員会事業での、市立尼崎学園の子

供達との『昼食会とチキンラーメン作り』も、い

つもの園児達の笑顔に触れることができ、山口と

んぼ返りの運転疲れも飛んでいきました。帰りの

電車の中で、長谷幹事とも｢こんな事業こそ続けて

ゆきたいですね～。｣とお話ししておりました。竹

森委員長さん、マリオ(辻村)さん、ご苦労様でし

た、できるだけ毎年続けていけるよう予算付けし

たいですね。 
さて、本日は≪現代の建築その 2≫ノーマン・

フォスターです。 
ロンドンをガラスの都市に変えた男で私も大好

きな建築家の一人です。マンチェスター生まれで、

構造家フラーのもとで働いた後、リチャード・ロ

ジャースと｢チーム 4｣を結成。彼の建築デザイン

は最初スタイリッシュで、機械のような形状のハ

イテク志向のものでありましたが、次第にそこか

ら離れ、より崇高な建築へと展開していったよう

に思えます。（中略）ロンドン市庁舎ビル、スイス・

リ本社ビルなど卵型曲面建築も多く、今回のアッ

プル新社屋ビルでは森に円盤が着陸してる形状の

デザインです。 
 
 
 
 
 
 
 

ハイテク建築香港上海銀行     ロンドン市庁舎 
 
 
 
 
 
 
 

アップル新社屋 完成予想図 

･例会（18：00～ ） 

･クリスマス家族会（18：30～ ） 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･卓話 

｢改革により、大躍進する年｣ 

会長 大蔭 政勝 

･ピアノ ランゲ「幸福」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 12 月 20 日 第 1477 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 ◎次回(1 月 10 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・・・気仙沼ロータリーに行って来ました。

癒しになったでしょうか？ 
長谷・・・山本依津子様の卓話｢恋文大賞受賞作

品『あなたへ』小泉八雲作『稲村の火』｣

とても楽しみです。 
木村・・・竹森さん、尼崎学園事業、色々感ずる

ことがありました。有難うございまし

た。えっちゃん“ケッパレ” 
小林・・・来週欠席のお詫び。 
前田・・・山本依津子さん、卓話楽しみです。 
中村(匡)・忘年○○会が続きます。眠たいですね。 
中野・・・竹森様、色々とお疲れ様でした。 
西尾・・・皆様、良いお年をお迎え下さい！ 
岡田・・・次週クリスマス家族会です。皆さんで

楽しみましょう。 
大蔭・・・尼崎学園の子供達と楽しくラーメン作

りが出来ました。竹森委員長ありがと

うございました。 
曽我部・・前田さん、お世話になり、有難うござ

いました。 
田中(健)・温かい所でゆっくりしてきます。来年

は皆様いい年であります様、お祈りい

たします。 
辻村・・・本日の講師、山本依津子様の講演料と

して！笑い期待しています。 
山本(依)・今日は卓話です。宜しくお願い致します。 
山本(博)・エッチャンの格調高い卓話、少しは期

待しています。 

１．本日例会終了後、定例理事会があります。 
２．地区大会および I.M.の出欠、未だの方は提出

お願いします。 
３．次週 12 月 20 日の例会は 6 時開始、クリスマ

ス家族会は 6 時半開始です。 

― 先週の卓話 ― 

｢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 
早いもので、ロータリーに入会してから、4 回

目の卓話になりました。今日のテーマは、3.11 を

振返って、と題しました。この、きっかけは、ロ

ータリーに入会し今日にいたるまで、様々な体験

をさせて頂きました。台北 2 回、職業奉仕の事業、

福祉のボランティア等々。 
中でも、今年の 10 月に｢東日本大震災被災地訪

問｣の事業に参加させて頂いたのが、私にとって、

大きな心の変化でした。相馬訪問 が主でした。

相馬ロータリー訪問、相馬市役所にて市長の話、

中野さんの紹介で相馬でボランティアをされてい

る、外国の宣教師の話これは、ノゾミプロジェク

トといわれ津波で身内を亡くされた女性たちが、

岸に上げられた無数の陶器の欠片を装飾品に、無

になって欠片を作品にしていくうち、彼女達の心

が、薄紙をはがすように、癒されていった。これ

を聞き、私は、胸が熱くなったのを覚えています。 
そして、何といっても自分自身の目で見た被災

のあとや、海岸を目にすると、この場所で大変な

惨事が起こったという事実が、私を感無量にさせ

ました。そして、背中に一杯の 3.11 を背負って帰

りました。 
そんな折、3.11 にまつわる、素晴らしい文章に

出会いました。それが、今日朗読させて頂く、｢あ

なたへ｣でした。 
これは、宮城県の気仙沼で酒屋を営んでいて、

津波でご主人を亡くされた、奥さんがご主人にあ

てた、「返事の来ない手紙」残されたお子さんが、

思いのたけをつづっておられます。そして、これ

が、恋文大賞に応募され、見事、大賞を取られま

した。彼女の切なる思いが伝わるよう、精いっぱ

い読ませていただきます。そしてもう一つ、これ

も 3.11 にまつわる物語です。和歌山で 160 年前に

実在した、浜口ごりょうさんと言う、今のヤマサ

醤油を作った人の物語。 
小泉八雲の作品です。彼は和歌山の大地震が発

生したおり、次に来る、津波を予感して村人に津

波がくるのをお知らせするため手段として、自分

の大切な稲つかの、全財産をなげうって、村人を

助けたという、偉業を成し遂げた人です、昭和 12
年から 21 年にかけて、国語の教科書にも読まれ

ました。もし現在主人公の五平のような精神を持

ち合わせている人物が、3.11 に実在していたらど

んな、結末になっていたでしょうと、ただ、単純

に思う私です 
｢追伸｣ 
例会終了後、朝槻会員が、私を呼び止め、｢あな

たの感性は凄いわね、もっと貴方のような人が増

えてほしいわ｣と投げかけ、高く評価していただき

ました。朗読を通じて 私の伝えたかった事に共

鳴し、理解していただけた方が一人でもおられた

事が、とっても、嬉しかったと共に、励みになり

ました。多分私はこの事をきっと忘れないと思い

ます。朝槻真紀子さん、心から感謝です、有難う

ございました。 

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 ￥45,000 -  累計 ￥1,065,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

1 月 10 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 


