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先週の例会報告 

皆さん今日は、大阪東 RC より山本博通さま、

ようこそおいでくださいました。ごゆっくり御歓

談ください。 
さて昨年の 10 月末、母校岩国高校が中国大会

で優勝し、神宮大会でもべスト 4 に入りました。

そして本日 3 時にいよいよ選抜甲子園出場校の発

表があります。ほぼ出場決定です。中国大会での

優勝も私の時以来の 43 年ぶりです。母校は藩校

から続く田舎の普通高校です。勝っても 1 回戦か

2 回戦くらいだと思いますので、応援宜しくお願

いします。私も久々の甲子園思いっきり楽しみた

いと思います。 
 
 
 
 
 

H25 秋季中国大会 

先週の｢飛距離も大事！体も大事！無理は禁

物！｣のお話の続きですが、ハンディキャップ 2
の先輩が｢飛距離に喜ぶな、決まった飛距離で狙っ

たポイントに打つ喜びを知れ。」とたしなまれまし

た。ゴルフの神髄は、ドラコンの中には無いと・・・。 

 
 
 
 
 

復元東京駅・丸の内駅舎        辰野金吾 
本日は、日本の建築・その 30《東京駅と辰野金吾》

です。彼はジョサイア・コンドルに学び、英国留学、

帝国工科大学学長、建築学会会長。 日本の建築家

協会・日本建築学会の父として多くの建築家を育

成。1914 年(大正 3 年)に創建された東京駅駅舎は、

辰野金吾により設計されました。その堂々たる姿

は、多くの人々に愛されてきました。しかし、戦災

によりドームと屋根を焼失。戦後、3 階建ての駅舎

を 2 階建に復興しました。今回の｢保存・復原工事｣

では、外観を創建時の姿に再現、さらに、鉄骨煉瓦

造の下に地下躯体を新設し、機能拡大の工事を行い

ました。また巨大地震にも耐えうる｢免震工法｣で施

工されました。近代建築史的にも意義ある文化財復

元工事であったと思います。辰野金吾が得意とした

赤煉瓦に白い石を帯状にめぐらせるデザインは、ヴ

ィクトリアン・ゴシックに影響を受けたもので、辰

野式建築として知られております。関西にも日銀大

阪支店や中之島の中央公会堂も、奈良ホテルも木造

で残っております。知合いの会社のビルも辰野金吾

の設計の為、解体できずに保存使用しているとお聞

きしました。 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･クラブフォーラム(国際奉仕委員会担当) 

｢姉妹クラブとの関係について｣ 

河野 裕一委員長 

･ノミニー理事会（13：40～ ） 

･ピアノ ワイマン「森のこだま」 

･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 31 日 第 1481 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(2 月 7 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 



長谷・・・本日は卓話です。楽しい時間になりま

すように。私の｢人に魅せられての旅｣

は続きます。 
北村・・・クラブ協議会欠席のおわび。 
小林・・・来週の夜例会欠席のお詫びです。 
中村(匡)・健康の思わしくない妻が、今朝は顔色

も良く元気でした。神に感謝！ 
岡本・・・長谷さん、卓話楽しみにしております。 
大蔭・・・春の甲子園出場｢ホボ｣決定しました！

岩国高校です。15：00 応援宜しくお願

い致します。 
山本(依)・卓話、長谷さんがんばって下さい。 

― 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   7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  8 名 
<1 月 24 日の出席率 65.71％> 

Make up を含む 12/20 の出席率 71.43％ 

１．本日、例会終了後、クラブ協議会があります。

出席の方は 22 階ペガサスの間に移動お願い

いたします。 
２．本日のポスティング資料は次の通りです。 

1 月 31 日(金)夜例会変更のお知らせ 
2 月 5 日(水)歴代会長・幹事会のお知らせ 
2 月 25 日(火)新入会員(中田会員)歓迎会案内 
｢ロータリーの友｣電子版の案内。アクセスし

てご覧ください。 
３．小島汀さんの新聞記事をテーブルにお配りし

ています。ご覧ください。 

・親睦活動委員会 

副委員長 辻村 和弘 

先日入会された、中田圭子会員の歓迎会を下記

にて開催致しますので、ご参加宜しくお願い致し

ます。 
日時：平成 26 年 2 月 25 日(火)18：30～ 
場所：OAP タワーB1F｢梅の花｣ 
会費：¥7,000 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

2014 年 2 月 14 日(金)に大阪大手前整肢学園で

ボランティア活動を行っている学生を慰労する

｢ボランティアを励ます会｣の事業を行います。何

卒、多くのロータリーメンバーの参加をお願い申

し上げます。 

｢中小企業への経済対策【ものづくり補助

金】活用のススメ～生産技術振興協会の取

り組み～｣ 
一般社団法人生産技術振興協会 

事務局長 巽 昭夫氏 
(北村 光司会員紹介) 

一般社団法人生産技術振

興協会は 1949 年に設立さ

れ、大阪大学と関西産業界と

の協力により、科学技術の創

出活動を通して産業技術の

発展に寄与することを目的

としています。 

― 臨時理事会議事録 ― 

季刊誌｢生産と技術｣を発行し、先端の科学技術

を広く周知するほか、大阪大学をはじめとする先

生方と企業との橋渡しのイベント等を開催してい

ます。 
昨年は 11/30 に待兼山から生まれた科学と技術

という基礎工学部の科学技術を紹介するイベント

や、工業高等専門学校対象のボルト締め忘れ防止

アイデアコンテストなどを開催しています。 
また、フレンドシップサロンという特定のトピ

ックに関する集会を毎年開催しています。昨年は

アライアンス委員会の委員長である北村光司氏が

知的財産マネジメントのイベントを企画し、知財

分科会も生まれています。 
今年は、3/18 に医療機器分野への参入に関する

フレンドシップサロンが開催されます。ふるって

ご参加下さい。 

 

 

＜合計 ￥21,000 -  累計 ￥1,261,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

― 先々週の卓話 ― 

日 時：2014 年 1 月 24 日(金) 
審議議案： 

1．新世代奉仕委員会よりボランティアを励ます会

を平成 26 年 2 月 14 日に変更する旨、承認。 



｢人生は『人に魅せられて･･･』の旅｣ 
長谷 裕代 

私の｢人に魅せられて｣の旅は、保険営業という

仕事を始めて 30 年目を迎えます。ロータリー歴

においても、あっという間に 6 年目となりました。 
今日の卓話はアリコ世界 NO.１の金メダルを頂

いたときの出版＆記念パーティーの模様を DVD
を交えながらお話しをさせていただきます。 
そのパーティーは実行委員会の皆様の手作りで

演出をして下さいました。私の生い立ち、アリコ

との出会い、成長の過程をサイレント映画に作り

上げ上映して下さいました。 
皆さん忙しい中、役作りに時間を割いてくださ

り、打ち合わせの中で飛び交う意見には見事なチ

ームワークがありました。 
それまで数字だけを考え、生きてきた私は、人

のあたたかな温もりに始終感動しました。自分一

人だけでは成功しない事も、沢山学びました。 
いまでも心に残っている場面をお話しさせてい

ただきます、それは、働きながら学校に通ったこ

とです。大阪駅前の旭屋書店が日本で初めて女子

高生のアルバイトを慕集するという新聞記事を見

て、すぐに応募しました。 
夕方 5 時半から夜の 9 時半まで 3 年間働きまし

た。帰りに駅まで迎えに来てくれる母との会話が

今も蘇り、いつもそばで見守っていてくれていつ

までも私の心のよりどころです。 
弁士は徳川夢茶苦茶こと三木一之さん(この弁

士無くしてあれほどの爆笑と拍手喝采は得られな

かった)それぞれの役どころを、見事に演じて下さ

いました。 
実行委員の皆様の友情とその時から私がいろい

ろな人に魅せられて大きく成長出来た姿を見てい

ただきました。如何でしたか？ 
｢世界一のセールスの達人になる秘訣はなんで

すか？｣とよく聞かれます。これは大変に光栄なこ

とです。 
専業主婦から保険の営業という天職に巡り合

い、私を奮い立たせ胸が溢れる程の英気を与えて

下さるお客様や友達、会社の同僚との出会いに魅

せられて成長させていただいたおかげです。 
2006 年法人設立、その後 2008 年のリーマンシ

ョックを乗り越え AIG 騒動があっても、お客さ

１月 24 日(金)、｢睦輪会｣の交流会が行われまし

た。集合が 4 時半に阪神西宮駅だったので、クラ

ブ協議会終えて、急いで向かいました。そもそも

｢睦輪会｣とは、IM6 組の会長幹事会のことです。 
だいたい 2 か月に一度、ガバナーもしくは、ガ

バナー補佐をお迎えして、会食を共にしながらの

連絡報告会です。そして交流会とは、睦輪会メン

バーの親睦を図る為に行っております。 
開催担当は持ち回りになっており今回の担当

は、東淀ちゃやまちロータリークラブでした。 
ちょうど新年会を兼ね、大澤会長の造り酒屋『大

澤本家酒造』を訪ね、酒蔵の見学・研修会をしま

した。江戸中期の 250 余年の歴史を有する酒蔵で、

当主大澤一雅氏は 9 代目になるそうです。 
全工程を手作業で酒造りをし、隅々まで杜氏の

手が入った醸造方法を代々受け継いでいるそう

で、ちょうど 10 代目の息子さんが大きな酒樽を

かき混ぜておられました。｢大震災の時も、酒ケー

スを井桁組にしていた為、ここだけ被害にあわず

残りました。｣と積み方も伝統の技の一つかもしれ

ません。 
お土産に新酒の『宝娘』を頂き、試飲で出来上

がった参加者は、場所を西宮駅前の料理屋さんに

移し、山田ガバナー補佐を囲んでの楽しい新年会

になりました。 
気が付けば 8 時半、当日甲子園出場が決まった

母校の祝賀会へと急ぎました。 

ま、社員、自分自身と真剣に向き合い、ロータリ

ーでは幹事を拝命し、大蔭会長と話し合いを重ね

て楽しみながら務めさせていただいています。 
人に魅せられて･･･さらなる出会いを求めて歩

み続けていきたいです。 

 ― 先週の卓話 ― 

― IM 第 6 組会長・幹事交流会報告 ― 



・2月 5 日(金)  18：30～ 

歴代会長・幹事会 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 

・2 月 7 日(金)  13：40～ MU 事業 

第 2 回会員研修事業  

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・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 14 日(金)  18：30～ MU 事業 

ボランティアを励ます会 

   (大阪倶楽部) 

・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) 

・2月 25 日(火)  18：30～ 

新入会員歓迎会 

   (梅の花 OAP 店) 

・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｣) 

・4月 4 日(金)   

創立 31 周年記念例会 

   (帝国ホテル) 

― 直近の行事予定 ― 

｢心を耕す｣ 
鹿児島東南 RC 柿元 敬一氏 

(第 2730 地区 鹿児島県 不動産管理) 
よい作物をつくるには、大地を耕し、肥やさな

ければならない。人間をつくるには、心を深く耕

し、磨かなければならない。心の田はいくら耕し

ても耕しすぎるということはない。 
 今の日本は衣食住足りて、礼節が乱れている。

職場、家庭、学校でも、もっと心を耕す努力、つ

まり精神的教育を重要すべきだと思う。 
 職場において、仕事が人一倍できるだけでは優

れた人材とは言えない。その人の日常の何気ない

言動に、人格や品性が表れる。 
 あいさつ、返事、約束、時間厳守など、こんな

当たり前の礼儀さえ守れないようでは、自分に対

する信用、信頼感は失われるということを忘れて

はならない。 
 周りの人への思いやりや感謝の心を育んでいか

なければ、職場も家庭も学校も決して楽しいとこ

ろではないはずだ。人には長所と短所の両方があ

るし、場合によってはその人の短所が美点になっ

たり、長所が汚点になることもある。式典や披露

宴で、立派な役職の方のスピーチが長いと、いく

ら話上手でもうんざりすることがある。話下手な

私は短いあいさつで欠点を美点に変えているつも

りだ。 
 作家の故・向田邦子さんは｢人間を批判したり、

判断する時は欠点を先に言いなさい｣という菊池

寛氏の言葉を強く肝に銘じていたそうだ。 
 ｢あの人は良いが、だらしがない｣というと、だ

らしない人ということになってしまう。しかし、

｢だらしない人が良い人だ｣というと、良い人だと

考えられる。その方が聞く人は楽しくなる。大事

なのは自分がどれだけ良い人へ考えることができ

るか、ということではないだろうか。 
 社会的にリーダーといわれる人の中に道義心に

欠けた行動をしたり、ツイッターなどインターネ

ット上で本音を書いたばかりに自らの一生を台無

しにしてしまう人が少なくない。もっと心を耕し、

磨く必要があると感じる昨今である。 

 

 

 

 

2 月 7 日の例会場 
帝国ホテル大阪22階｢ペガサスの間｣ 

     〈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 

1 月 31 日のメニュー 

カリフラワーのクリームスープ デュバリー夫人風 

但馬の味どりと茸のアンクルート 

シュプレームソースにマスタードを薫らせて 

サラダ 

赤い果実のスープ オレンジ風味 

    バニラアイスクリームと共に 

コーヒー 

― ロータリーの友 1月号より ― 


