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先週の例会報告 

皆さん今晩は、本日で第 3 回目の夜例会となり

ました。参加者がやや少ないようにも思われます

が、反面、瀬尾公一会員の様に、お仕事の関係で

昼間来られなくなった方が参加され喜んでおりま

す。皆さんと、ごゆっくりと御歓談ください。ま

た、一昨日は第 4 回｢睦輪会｣が太閤園で行われま

した。その席で、私達の東北支援事業の報告をし、

『福島県産コシヒカリの購入』のご協力をお願い

してまいりましたが、各会長・幹事さん全員協力

したいと言われておりました。嬉しいことです。

この｢ささやかな支援活動｣が、IM6 組、そして

2660 地区へ広がれば幸いです。皆さんと共にがん

ばりましょう。 
お食事中のワンコイン・ドリンクに岩国のお酒

『獺祭』(2 割 3 分)を持って帰ってきました。また

東淀ちゃやまち RC 会長の大澤さんの蔵元で手に

入れた、一番搾りも御用意いたしました。どちら

も楽しんでいただきニコニコにご協力ください。   

本日は、日本の建築・・その 16≪折衷様≫です 
和様建築に大仏様の豪快な構造美を取り入れ，さ

らに禅宗様の装飾美を加えて折衷したものです。

観心寺，鶴林寺，浄土寺が代表例で，観心寺様と

もいいます。地震大国の構造材として大仏様、禅

宗様の｢貫｣の使用が継承されたとも言えます。 

東大寺鐘楼、元興寺本堂、長保寺本堂、明王院本

堂、浄土寺本堂、観心寺金堂、東福寺三門、鶴林

寺本堂、向上寺三重塔、東寺金堂、東大寺金堂、

西日本に限られております。 
 
 
 
 
 
 

観心寺金堂           東大寺 金堂 
 
 
 
 
 
 

鐘 楼(東大寺)           東福寺三門 
折衷様の特徴 1.本瓦葺雄偉な屋根が多いです。

2. 妻飾りは禅宗様の虹梁大瓶束か笈形(おいがた)
付き虹梁大瓶束です。3. 軒は和様の平行垂木で

す。4. 柱は和様の円柱です。5. 中備組物は和様

の間斗束か蟇股、大仏様の双斗並びに平三斗。6. 
木鼻は禅宗様、肘木木鼻も禅宗様拳鼻。7. 3 様式

の肘木。8. 束は禅宗様大瓶束。10. 窓は和様の連

子窓。11. 床は和様の板敷で建物の周囲に縁。12. 
虹梁には従来のものに加えて禅宗様も用いる。13. 
天井は和様の組入天井です。14. 向拝柱は和様の

面取角柱で禅宗様礎盤。 

･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（18：30～ ） 

･ピアノ ビギン「涙そうそう」 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢大和の心 －『日本のしきたり』｣ 

伊都岐 室長 佐々木 美和氏 

(木村 節三会員紹介) 

･3 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ ワイマン「森のこだま」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 2 月 7 日 第 1482 回例会 
世界理解月間 

 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 14 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・・・夜例会です。私用の為、少し早い目に

帰らせて頂きます。 
金髙・・・本日、卓話よろしくお願いします。 
木村・・・何もありませんが！ 
前田・・・金髙さん、卓話楽しみです。がんば

って下さい。 
大本・・・金髙さん、卓話楽しみです！ 
大蔭・・・本日は岩国の酒『獺祭(だっさい)』を

飲んで下さい！大澤会長の蔵出しもあ

ります。 
瀬尾・・・金髙様、卓話お願いします。 
山本(依)・金髙さん、卓話宜しくお願い致します。 

― 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   7名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  17名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 11 名 
<1 月 31 日の出席率 57.14％>  

Make up を含む 1/10 の出席率 92.86％ 

１．元会員の仲村元さんのお父様のご葬儀に際し、

クラブから弔電をお送りいたしました。その

御礼のハガキが届いております。 
２．2 月 5 日の歴代会長・幹事会は午後 6 時 30

分から帝国ホテル 23 階ジャスミンガーデン

にて開催します。 
３．会費納入期限は本日です。まだの方は至急お

振込みお願い致します。 

・芸術・文化同好会 

長谷 裕代 

｢杉本文楽曾根崎心中｣鑑賞のご案内をポスティン

グしています。西尾会員のお力添えにて S 席

¥9000 を優先的に確保頂ける事になっています。

申し込みは 2 月 10 日までです。 

会長 大蔭 政勝 
１月 29 日(水)、第 4 回目の｢睦輪会｣が太閤園で

行われました。 
今回の議題は、各クラブのこれまでの活動と下

半期の事業の報告会でした。各会長さんの報告に

よりますと、まだ沢山の事業を残しているクラブ

もあれば、天満橋 RC さんなどのように、沢山こ

なしてきましたが、さらに後半も多くの事業を抱

えておられるクラブもあるそうです･･･。 
私達のクラブとしては、各奉仕活動について述

べたうえで、将来の為の｢拡大 CLP 委員会｣を開い

ていることをお伝えいたしました。 
そして、3.11 震災支援特別委員会と社会奉仕委

員会との東北支援事業の報告をし、『福島県産コシ

ヒカリの購入』のご協力お願いしてまいりました。

各会長・幹事さん達も真面目に協力したいとおっ

しゃっておられました。 
相馬ロータリーさんからもお礼状が届いており

ますが、この｢ささやかな援助活動｣が、少しずつ

でも広がって行けばいいなと思います。 
後半は IM6 組、そして 2660 地区へ広がれば幸

いです。 

― 臨時理事会議事録 ― 

2 月 7 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

 

 

＜合計 ￥24,000 -  累計 ￥1,298,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

2 月 14 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 同好会報告 ― 

日 時：2014 年 1 月 31 日(金) 
審議議案： 

1．平成 26 年 2 月 25 日(火)に開催する中田会員の

歓迎会を MU 事業とする旨、承認。 

― IM 第 6 組睦輪会報告 ― 

 



｢親子関係について｣ 
金髙 好伸 

１．昨年、｢永遠のゼロ｣という小説を読み、これ

を映画化した同名の作品を家族で鑑賞しました。

岡田准一が演じる岡部少尉が内地に残してきた妻

子のためになんとしてでも生きて帰りたいと考え

た心情と、戦後、岡部の遺志を引き継いで残され

た岡部の妻や娘を守った亡夏八木勲の演じた老い

た弁護士の生き方に共感しました。 
登場人物が大正生まれの私の父や母と同世代

で、私の父や母達のたどった人生と二重写しにな

りました。 
ところで、私には 10 歳年上の姉がおり、職業

軍人だった姉の父は昭和 19 年にインド国境近く

で戦死しました。戦後、母が父と再婚し私と弟が

生まれたのですが、父は血縁関係にない姉と私た

ちを分け隔てなく育て、姉に娘が生まれた時など

は初孫が生まれたと心の底から喜んでいたことを

覚えています。 
家族旅行や家業の手伝い等、私たち兄弟にも多

くの家族の思い出がありますが、｢ゼロ｣でも描か

れていたように、親と子の愛情や家族の結びつき

は単なる血縁ではなく一緒に過ごした時間が作る

ものが大きいと思います。 
２．昨年は、｢そして父になる｣という映画も観ま

したが、病院で取り違えられ親子として生活した

血縁関係にない父と息子の情がきめ細かに描かれ

ていて感動的でした。 
実際に 60年前に起きた新生児取り違え事件につ

き、取り違えにより重大な損害を受けたとして取り

違えられた人が病院を訴えた裁判で、昨年 11 月に

は損害賠償請求を認容する判決も出ています。 
取り違えがその後の人生に多大な影響を与えた

ことからみて当然の判決だと思いますが、一方で

ご本人の話から自分を苦労して育ててくれた育て

の母への思いや一緒に育った兄への愛情(現在は

障害を負った兄を介護するため同居しているそう

です)を知り、家族として過ごした時間の大切な意

味を考えさせられました。 
これらのケースでも話題になったのですが、最

近、DNA 鑑定が注目されています。かつて夫にと

って妻が生んだ子が生物学的に本当に自分の子か

どうかは永遠の謎というべきものでしたが、科学

の発達がそれを可能にしました。私も実際の裁判

等で DNA 鑑定の申請をしたことがありますが、

遺伝子の配列等で 99.9 パーセントの確率で生物

学的な親子関係を判定できるようになり、最近で

は検査方法も簡単になり料金も安価になったこと

から裁判以外でも多用される傾向のようです。 
最近テレビ等で話題になった芸能人の前妻との

間の長男が実子か否かを巡る騒動や、本年 1 月に

出された認知無効確認判決でもこの親子鑑定が注

目を浴びていますが、親子の関係は、生物学的つ

ながりか、一緒に親子として過ごした時間から生

まれた情愛か、という難しい問題があります。 
私自身は自らの原体験もあり、一緒に苦楽をと

もに過ごした時間で親子や家族の情愛は生まれる

と思います。親子の愛情に確信が持てなくなって

安易に鑑定に走るという事態も発生しており、ま

た、養育費支払を免れるためや妻から親権を取ろ

うという夫の意図のもとでなされる濫用的な鑑定

(多くの場合、子側の同意を得ずに行われていま

す)の弊害も問題となっています。 
血縁や遺伝子にこだわる日本の社会で、この鑑

定で問われるのは女性の貞操だけで子供の名誉や

福祉が忘れ去られているとの批判もありますの

で、鑑定(また、鑑定機関)に何らかの規制が必要

ではないかと思います。 
３．生物学的に親子関係にある父や母と子との間

でも虐待等の問題が数多く発生しています。余裕

のない世相を背景に増加の一途ですが、当クラブ

が支援活動を行って関与している児童養護施設で

も親からのネグレクトを含む被虐待児童の入所割

合が多くなっているそうです。 
ところで、児童養護施設を舞台としたテレビドラ

マ｢明日ママがいない｣の内容が最近話題となって

います。子に付けられたポスト(赤ちゃんポストに

預けられたことから付けられたあだ名)、ドンキ(鈍
器で母親が交際相手を殴って逮捕されたことで付

けられたあだ名)等の児童の呼称や施設職員の児童

に対する乱暴な言動の描写等、私たちが知っている

養護施設の現状とあまりにも乖離したストーリー

でセンセーショナルに制作されています。 
テレビを観てかつての入所者が自傷行為に及び、

また、入所している児童が学校でいじめを受けたと

いう事態も発生しているそうです。施設への偏見の

助長、児童らが受ける心の傷や差別について制作者

側の想像力の欠如と言わざるをえません。 
虐待をする親の心の病理、虐待の循環を絶つた

 ― 先週の卓話 ― 



めにどうしたらよいかは大変難しい問題ですが、

自ら選ぶことができない児童の境遇を視聴率稼ぎ

の材料にしていけないことは当然です。 
４．子が自ら選ぶことができない境遇によるもう

一つの差別として非嫡出子相続分の不平等(民法

900条 4号但書)の問題があります。最高裁判所は、

昨年 9 月、非嫡出子相続分の差別を憲法 14 条 1
項違反として違憲の判決を下しました。 
家族関係の多様化や認識の変化、世界の立法の

趨勢からみて遅きに失した判断と言われています

が、未だ立法府では改正に抵抗する人がいるそう

です。 
５．61 歳になり怖いもの無しになりました。後の

人生は、亡き父や来月 96 歳になる母からこれま

でに受けた愛情や恩に報いるため、家族や社会全

般に対し、ロータリーの精神である 4 つのテスト

を心に刻み、社会奉仕や職業奉仕を実践して頑張

っていこうと考えている今日この頃です。 

― お祝いと表彰 ― 

― お誕生日おめでとう ― 

― 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 ― 

｢『四つのテスト』が教えるもの｣ 
川西 RC 森村 藤雄氏 

(第2680地区 兵庫県 経営コンサルタント) 
このところ、新聞紙上あるいはテレビをにぎわ

せている食品偽装の関する問題。消費期限や内容、

そして産地の表示偽装など、数知れず非常識極ま

る行為が平然と行われていたことは、実に恥ずべ

きだと思います。 
職業を通しての奉仕とは、何も食品関連業界に

限られたことではありませんが、さまざまな業界

で汚職、贈賄、水増し不正請求、資材の品質低下、

完成品の安全欠如、情報漏えい、天下り人事、政

治資金の不正申告と虚偽申告などが行われている

現実の社会を見るにつけ、資本至上主義とはいえ、

職業に徹する何かがあまりにも欠けているように

感じます。どの分野にも自己の職務、職責に対す

る義務、責任、使命というものがあるはずです。

概していえば職業倫理に欠けている、としか言い

ようがありません。 
自らの職業が、真に利用者、消費者、市民、国

民に喜びと幸せを与えているかを今一度考えてみ

る必要があるのではないかと思います。職業とは

｢幸福を売る｣仕事でなければならないと信じてい

ます。 

・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～  MU 事業 

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 ―  

 

 

 

     〈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 

曽我部律夫（21 日）犬伏  將（24 日） 

多田 秀觀（11 日）田中  健（14 日） 

岡田 耕平（15 日）朝槻真紀子（16 日） 

関 謙二   ㈱水森硝子店      （1921） 
木村節三     KEC 教育グループ   (1974) 

・ホームクラブ 6 ヶ月皆出席表彰 

山本 依津子 

― ロータリーの友 1月号より ― 


