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先週の例会報告 

本日は、米山奨学生の陳瑋文さん、北村会員ご紹

介の卓話者・巽昭夫さまようこそおいでくださいま

した。卓話の方も楽しみにしています。また大阪倶

楽部のピルゼン会でもお待ちしております。 
昨年の 11 月末の挨拶の中で、ドライバーの飛距

離が 30 ヤード近く伸びたお話をしました。その

際右足靱帯を負傷しましたが、年末に行われまし

たゴルフコンペでまたドラコンを取ってしまいま

した。痛めた右足をカバーしてのスイングでした

が十分満足できるティーショットでした。しかし、

喜びもつかの間、正月明けには左足が動かなくな

り、現在軽いヘルニアの養生中です。飛距離も大

事！体も大事！無理は禁物ですね。 
本日は、日本の建築その 15 ≪和様の建築≫で

す。寺院建築は大陸側から仏教と共に伝わってき

ましたが、平安時代には遣唐使廃止(894 年)もあ

り、我が国の気候風土や生活習慣に合わせて改良

されてきました。その国風化してきた建築様式を

和様と言います。奈良時代より全ての文化も建築

も日本人好みに洗練されていったといわれます。

唐風の文化を踏まえながらも和風を重視する傾向

は奈良時代からも常に進行していたそうです。建

築デザインに於きましては、寝殿造風に柱を細く

し、土間式から床式に、天井は低くし坐式生活に

対応した静的座式空間を完成させてきました。日

本に於いては、室内で靴を脱ぐ居住空間に類似変

革させてきたのです。 

鎌倉時代に宋から新たな様式が伝わってくる

と、従来の様式との違いが意識されるようになり、

和様という言葉が生まれたのです。中世において

は、禅宗寺院では禅宗様、密教寺院には和様(一部

に大仏様を取り入れた折衷様)と宗派と建築様式

の区分もありましたが、近世に入ると様式の折衷

化が進み、密教寺院に一部禅宗様の要素が取り入

れられることもあります。 

南都(奈良)では東大寺再建のみ大仏様が使われ

ましたが、興福寺をはじめ南都六宗の再建には従

来の和様が使われました。大きな木割の力強いデ

ザインが特徴となっています(奈良和様)。一方、

禅宗様の影響を受けた京都より東では、繊細な木

割が特徴であります(京都和様)。 

代表的な和様建築 ・室生寺五重塔 ・ 浄瑠璃

寺本堂・ 延暦寺根本中堂 ・一乗寺三重塔 

 

 

 

 

 

平等院・鳳凰堂永承7年(1052年) 石山寺多宝塔 建久5年(1195年) 

和様の特徴 ①長押 ②蟇股 ③柱細く、天井低め 

④床張り、縁側 ⑤亀腹 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 
･卓話 
｢人生は『人に魅せられて･･･』の旅｣ 

長谷 裕代会員 
･クラブ協議会（13：40～ ） 
･ピアノ ランゲ「のばら」 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢親子関係について｣ 

金髙 好伸会員 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 1 月 24 日 第 1480 回例会 
ロータリー理解推進月間 

 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 31 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・・・本年も宜しく。 
長谷・・・淡路阪神大震災から 19 年目を迎えま

す。このことを知らない若い人に伝

えていくこと、風化させないで戒め

て生活して行きたいです。 
金髙・・・田中さん、犬伏さん、昨晩はお世話

になりました。 
木村・・・遅まきながら、｢明けましておめでとう

ございます｣ 
北村・・・本日は代理卓話で生産技術振興協会

の巽事務局長のご講演、宜しくお願

いします。 
三木・・・田中さん、犬伏さん、ありがとうご

ざいました。 
中田・・・皆様、どうぞよろしくお願い致しま

す。 
大蔭・・・巽様、ようこそおいで下さいました。

卓話楽しみにしております。 
大本・・・先週欠席のおわび。皆様明けましてお

めでとうございます。陳さんようこ

そ！ 

１．IM(3 月 15 日)の出席、9 名の方が未提出です。

24 日のクラブ協議会の資料のまだの方も至

急ご提出下さい。 
２．中田会員の ROSTER ラベルシールをポステ

ングしていますので後ろの白紙ページに貼

って下さい。 
３．帝国ホテルからのお知らせをポステングして

います。 
４．例会終了後、定例理事会がありますのでご出

席お願いします。 

・会員研修委員会 

委員長 北村 光司 

～第 2 回会員研修事業開催のお知らせ～ 
例会開催後に第 2 回会員研修事業を開催いたしま

す。信頼と 4 つのテストの関係につきグループに

分かれての討論を行いたいと考えております。ふ

るってご参加ください。 
日時：平成 26 年 2 月 7 日(金)13：40‐14：40 

(例会後開催) 
場所：帝国ホテル大阪 4 階｢芙蓉の間」 
会費：無料 
 ※本会合はメーキャップ事業です。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

地区ローターアクト委員会より、第二回献血の案

内がきて降ります。本日ポスティングしております

ので、皆様ご参加の程、宜しくお願い致します。 

地区危機管理委員 辻村 和弘 
日 時：2014 年 1 月 21 日(火)15：00～17：00 
場 所：ガバナー事務所 
出席者：岡部パストガバナー、泉ガバナーエレク

ト、岩津地区研修委員、近藤 RIJYEC 委

員、間石 RIJYEC 委員、他委員 8 名 
 今回は、青少年活動委員会・ローターアクト委

員会より、青少年の活動内容が具体的に提示され、

これを現在使用している青少年交換委員会の保険

を一部変更して使用出来るように成らないかの話

合いがなされ、各クラブや地区で問題がおこった

場合の連絡方法等、次年度 PETS 時に各クラブ会

長に話が出来るよう、次回委員会までにまとめる

ことと成りました。 
次回委員会：3 月 7 日(金)14：00～16：00 

 ガバナー事務所 

― 第 4回地区危機管理委員会報告 ― 

米山奨学生 陳瑋文 

論文の資料を収集するために、あちらこちら行

ったりしていました。ところが、奨学金の支援を

いただいていることで、何も心配せずに、勉強や

論文に集中し、充実な留学生活をすることができ

るようになりました。 
そして、ここで、皆さんに心をこめて、ありが

とうと申し上げます。 

皆さん、こんにちは。先日、

修士論文を提出することに伴

い、戦争のような日々はやっと

しばらく終わりました。ロータ

リーの皆さんのおかげさまで、

この論文を完成することができ

ました。 

 

 

＜合計 ￥27,000 -  累計 ￥1,240,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― ― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

1 月 24 日のメニュー 

タラバガニのピラフ 

サラダ 

コーヒー 

― 米山奨学生報告 ― 



― 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   7名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  6 名 
<1 月 17 日の出席率 90.00％> 

Make up を含む 12/13 の出席率 83.33％ 

三木 元昭 

中田 圭子 

この度、大手前ロータリー

クラブに入会させていただく

運びとなりました、社会保険

労務士の中田圭子と申しま

す。入会をご承認いただき、

感謝しております。 

これから新たな気持ちで諸

先輩方のご指導いただき、真のロータリアンとし

て成長していきたいと考えております、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
私は南森町で事務所を構え、社会保険労務士業

を営んでおります。本年 5 月に開業 10 年を無事

迎える運びとなりました。 
今、振り返りますと、肩肘を貼って、単に必死

で生きてきたように思います。私たちの年代で

は、なかなか女性が男子社会の中で同等に働く、

同じフィールドに立つことも難しいことでした。 
しかし、昨今では同等にとまでいかなくても、

同じ土俵に立つことくらいは許されてきたように

感じます。私も 10 年経って、ちょっと肩肘張ら

ないで、力を抜いて、まわりをゆっくり見渡せる

ような、余裕のある生き方ををしていきたいと思

えるようになってきた今日この頃です。 
そのようなときに中林先生にお声をかけていた

だき、元来の厚かましさで入会をさせていただく

決意をいたしました。 
ロータリークラブは子供時代に父親がロータリ

アンであったことから、懐かしい暖かいイメージ

を持っておりました。 
父からは『経営者の横のつながりを持てる集ま

り』との教えがあったこともあり、私自身にも職

業人としての厚みを得ることができるのではない

かと期待しております。 
私の仕事は、企業と人(社員)のつなぐパイプの

部分を、法律や経営者の思いや様々な場面で活か

せるツールを整える、あるいは運用する、お手伝

いをすることだと思っています。その中で私の一

番の宝は“人との繋がり”、“人との出会い”です。 
このクラブに入会させていただき皆様方のお仲

間に入れていただくことは、私にとって“人との

出会い”であり、私が人として成長でき、社労士

としての厚みを持てるようになると心から思えま

す。これからは、落ち着いて地に足つけて、自分

の人生を作っていきたいとも考えています。 
ロータリークラブの活動についてはまだまだ勉

強不足ですが、人生の、職業人の、そしてロータ

リアンの諸先輩方にご指導いただきたく、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 米山留学生のグェン君が1
月 15 日カウンセラーをして

いた私の事務所に午後社員

(名前がドク君という)を連れ

て き ま し た 。 彼 は い ま

TAMAGO CO. LTD の社

長です。結婚して、昨年長男

アン君が生まれハノイ市に

妻子と住んでいます。近況の写真を添付します､

写りがよくないので家族 3 人が入り写真を奥さん

のズンちゃんに注文中です。 
 今回の訪問は関係する日本の会社との打ち合わ

せで、福井県から関東地方を数社まわります。日

本の会社がヴェトナムで事務所、飲食店を開く手

伝いをすること、駐在員事務所の代行サービスな

どを主な仕事にしています。週報に添付していま

す資料をご覧ください、もしお知り合いがヴェト

ナムで出店したい会社があれば宣伝してあげてく

ださい。職員 5 人で頑張っておられます。それと、

一万羽の鶏を飼育して卵を出荷しています。日本

のように生卵が食べられるような飼育を勉強中で

す。 
 本人は事業としては環境とか公害とか関心があ

り将来はこのテーマで仕事をしたいのではと推察

して、同じような仕事をしている私の友人を紹介

しましたら、彼が卵に大変詳しく飼育技術関係者

や工場を紹介する話になりました。また、汚水の

浄化装置の小規模な設備とか、水の活性化とかで

製品の紹介など今後の仕事での日本との関係が深

まりそうです。今度来る時にはぜひ大手前 RC に

来るよう言っておきました。 

紙面の都合上｢先週の卓話｣は今回割愛させてい

ただきました。次週掲載させていただきます。 

 

― 元米山奨学生グェン君近況報告 ― 

― 自己紹介 ― 



は彼女がフィンランド語を習っていた先生の弟さ

んで『アスラ ヴァルカマ』26 歳です。したがっ

て彼女はこれから｢千沙子 中嶋 ヴァルカマ｣と

なります(既になっています)。フィンランドの民

・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｢ペガサスの間｣) 

・2月 7 日(金)  13：40～ MU 事業 

第 2 回会員研修事業  

   (帝国ホテル｢芙蓉の間｣) 

・2月 7 日(金)  18：30～ 

ノミニー理事会 

   (梅の花 OAP 店) 

・2月 14 日(金)  13：40～ 

3 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

・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) 

・3月 28 日(金)  13：40～ 

4 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢松の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

多田 秀觀 

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(12：30～14：00) 
日時：2014 年 1 月 18 日(土) 
場所：ガバナー事務所 
・派遣候補生の派遣先について、年内に 10 名全

員がほぼ確定し一安心です。 
・3 月開催される東京研修旅行について、実施要

綱・訪問先等については OK であるが、予算を

絞れないか旅行社と再検討の必要あり。 
・第 2 回ホストファミリーランチについては、2
月度例会前に開催する。 

・地区大会での、ローテックス帰国報告及び展示

についての原稿提出。 
◆第 3 回派遣候補生オリエンテーション 

(14：00～16：30) 
・英語でのスピーチについては、全般的には良く

なっているが、個人差がかなり出てきたので遅

れている学生に対しては、勉強が必要である。 
・全員の派遣先がほぼ決まりうれしそうだった。

アプリケーションフォームの提出に抜けがかな

りあるので、再度個別に確認の必要あり。 
◆2 月予定 
ホストファミリーランチ：2 月 15 日(土) 

11：00～12：30 
委員会：2 月 15 日(土)12：30～14：00 
オリエンテーション：2 月 15 日(土) 

14：00～16：30 
地区大会：2 月 21 日(金)22 日(土) 
日本文化体験：2 月 23 日(日) 

族衣装を身に着けた二人

は中世のヨーロッパから

抜け出てきたようで、と

ても可愛いというか幻想

的というか楽しい雰囲気

のひと時でした。 
出席者は親戚を除けば

昨年の暮れ 12 月 28 日に、

交換留学生としてクラブか

らフィンランドに派遣した

中嶋千沙子さんの結婚披露

宴がありました。 
彼女は去年の 3 月にフィ

ンランドで結婚し、そのお披

露目がやっと日本で出来る

ことになったのでした。新郎

高津高校の関係者ばかりで、私がこの子のフィン

ランド行きのきっかけを作ったので、パーティが

始まるといきなりの最初のスピーチに立たされま

した。そこで一くさりロータリークラブの宣伝を

兼ねて青少年交換留学生制度の解説をしてきまし

た。スピーチが終わるとそのまま乾杯に進み、あ

とは和やかな進行だったのですが、ノートパソコ

ンでスカイプを使ってフィンランドのアスラ君の

家とをつなぎ向こうの家族も共にパーティに参加

する形をとっていました。とても楽しい時間が過

ごせました。 

 

 

 

 

1 月 31 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

     〈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 

― 元青少年交換留学生中島さん結婚式報告 ― 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 


