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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、本日は木村節三会員の代理

卓話者の佐々木美和さん、そして岩崎智子さんよ

うこそおいで下さいました。後程の卓話を楽しみ

にしております。しかし、今日は関西エリア全体

が大雪で、まさにホワイトバレンタインデーにな

りました。夕方は“ボランティアを励ます会”が

ある予定でしたが、既に交通麻痺のところもあり

延期に致しました。朝から会場予定の大阪倶楽部

さんから確認の連絡をいただき、私も山口の母に

連絡を取り｢岩国は、晴れちょるよ。｣と聞き、長

谷幹事や竹森委員長に「決行です！」と言ってい

ましたが、さすがに 11 時になってもまだ大雪は止

まず、安全を優先に本日中止で延期を決定いたし

ました。次回は今回これなかった会員さんも参加

されるようよろしくお願いいたします。言い忘れ

ておりましたが先週の第 2 回会員研修事業が行わ

れました。御存じのように、北村委員長は何時も

きめ細かく配慮され、事業を進めていらっしゃい

ます。私も本当に研修になりました。ありがとう

ございます。これからも宜しくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
家族会で行った如庵織田有楽   大胆な光の演出高台寺遺芳庵 

さて本日は、日本の建築その 19≪茶室≫です。

茶室は草庵風と書院風があります。 
独立した建物と、書院などの建物内に造り込ま

れる場合もあります。禅宗の｢方丈｣から出た四畳

半を標準として、それより狭いものを小間の茶室、

広いものを広間の茶室といい、室町末期から桃山

期にかけて発展・完成した日本的な建築空間とい

えます。 
禅宗の影響で｢書院の茶｣茶道具や飾り物として

唐物が好まれ、15 世紀後半から 16 世紀、｢市中の

山居｣を志向する｢草庵の茶｣(侘び茶)へと移行し

ていき、草庵の茶は、15 世紀の人物、村田珠光か

ら、堺の町衆である武野紹鷗(16 世紀前半)を経て、

その弟子の千利休(16 世紀後半)に至って大成され

ました。慈照寺東求堂の同仁斎は書院ですが、一

方で最古の茶室とする見方もあります。 
利休は茶道具も唐物とともに和物を重視し、楽

長次郎に侘びた茶碗を作らせたり、自ら竹を斬っ

て花入や茶杓を作るなど、侘びの美学を追求しま

した。そろそろみなさんもいかがですか･･･。 
 
 
 
 
 
二階建・時雨亭（高台寺）手前は傘亭      今日庵おこし絵 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 
･卓話 
｢『悩めるゴルファー』から『楽しいゴルファーへ』｣ 
日本プロゴルフ協会 A 級ティーチングプロ 
文部科学大臣認定ゴルフ教師 

大東 将啓氏(枚方 RC) 
(小林アツ子会員紹介) 

･ピアノ ワイマン「森のこだま」 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 

･卓話 

｢陽のあたらない歴史｣ 

多田 秀觀会員 

･ピアノ ヘンリー・マンシーニ「ムーンリバー」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 2 月 21 日 第 1484 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 28 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・・・今年初めての雪です。皆さん足元に気

をつけて下さい。本日の卓話は佐々木

美和さんです。よろしくお願いします。 
木村・・・私の友人が卓話がんばります。宜しく！ 
北村・・・先週は会員研修、多数ご参加ありがと

うございました。木村先生、卓話楽し

みにしています。 
岡田・・・理事会早退のお詫び。 
大蔭・・・本日は大雪のバレンタインデーですネ！ 
     ボランティアを励ます会、また宜しく

お願い致します。 
多田・・・朝槻さん、素敵なお花ありがとうござ

いました。 

― 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  2名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7 名 
<2 月 14 日の出席率 75.00％> 

Make up を含む 1/24 の出席率 82.14％ 

１．本日例会終了後、定例理事会があります。会

場は 22 階ペガサスの間です。理事、役員の

皆様、移動宜しくお願いします。 
２．2 月 21 日(金)22 日(土)に開催される地区大会

の名札をポスティングしています。前もって

ご登録頂きましたご家族、ご友人様分もあり

ますのでご確認ください。 
３．2 月 21 日(金)は通常通りの例会です。終了後

地区大会に参加お願い致します。 
４．相馬ロータリー50 周年記念式典のご案内が届

きました。次週詳細をポスティング致します。 
５．3 月 15 日(土)IM 第 6 組｢見つめ直そう日本の

心｣会場はホテル阪急インターナショナルで

す。 

・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

本日、2 月 14 日｢ボランティアを励ます会｣事業

を実施する予定で御座いましたが、大蔭会長とも

相談した結果、悪天候の為中止と致しました。申

し訳ございません。改めて日程調整を行いご案内

致しますので、その折はご協力・ご参加の程、何

卒宜しくお願い申し上げます。 

委員長 竹森 敏麿 
2014 年 2 月 16 日ローターアクト主催による第

2 回地区献血活動に参加して参りました。場所は、

難波バス停横で行われました。朝 10 時から PR 活

動および献血がスタートしましたが、夏に比べ寒

い時期は出足が悪く人がまばらで、苦戦しており

ました。 
天気は良かったのでまだ良かったですが、寒く

手足がかじかんでローターアクトメンバーも我慢

しながら、大声を張り上げ一生懸命活動を行って

おりました。 
この献血活動をきっかけにより献血の重要性を

実感しました。特に今は、A 型・O 型の血液が不

足しているようです。皆さんも機会が御座いまし

たら、献血にご協力下さい。宜しくお願い致しま

す。小林会員にお手伝い頂き感謝しております。

ありがとうございました。 

・ゴルフ同好会 

 中村 不二 

～第 3 回ゴルフコンペのお知らせ～ 
桜咲く(!?)4 月 2 日(水)奈良国際 CC にて開催い

たします。ご家族の方の参加もよろしくお願い致

します。 

 

 

＜合計 ￥18,000 -  累計 ￥1,370,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

2 月 28 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― ― 委員会報告 ― 

― 献血活動報告 ― 

2 月 21 日のメニュー 

サーロインステーキカレーバターライス添え 

サラダ 

コーヒー 

― 同好会報告 ― 



・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)   

ICS 事業 

   (松柏学園) 

・4月 4 日(金)   

創立 31 周年記念例会 

   (帝国ホテル｢吉野の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

｢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) 
オフィス伊都岐は、日本

のしきたり・暦・古事記に

籠められた先人達の思いを

知る事で、｢その氣｣が湧い

てきて、自分らしく輝いて

生きる事ができると提唱し

ている康光岐のプロデュー

ス及びマネージメントをし

ています。 
前職は外資系の宝飾・時計のブランドで 8 年間

店長をしていました。お給料の面・店長という立

場で恵まれた環境に置かれていましたが、虚しさ

を感じていました。その虚しさが何であるかわか

らず探し求めて、康光岐と出逢いました。 
康光岐が話している内容は、日本人は農耕民族

であり、季節の折り目を正し、自然に祈り感謝し

ていたこと。暦・行事・しきたりに籠められた先

人達の思いを知ることで、心の底から感謝の氣持

つが湧いてきました。 
｢自分が今あるのは自分の力などほとんどない｣

父・母・祖父母・ご先祖様・支えて下さった周り

の方々のおかげ…その事を感じ、感謝する事がで

きました。 
心から感謝の氣持つが湧く事で自分らしく生き

たい、輝いて生きたい。と思いました。私が｢その

氣｣になったように、康光岐の言葉をたくさんの方

に届けたいと思い今の仕事に携わっています。 
康光岐がお伝えしている大切な事は、 
① 幸せを呼ぶ日本のしきたり 
② 自分らしく輝いて生きる 
です。 
康光岐が伝えたいのは、鏡餅を飾ろう！ではな

く、何故、飾るのか。そこに籠められた思い、そ

して、それを実践すると、どんな氣持ちが湧いて

くるのか、をお伝えしています。 
そして、日本人が大切にしてきたものは、目に

見えない｢思い｣その思いを知る事、感じる事で大

切なものが何であるかわかります。 
｢感謝｣の氣持ち 
感謝の氣持ちが湧くと心から頑張ろう、と思いま

す。皆様の心の奥底にある｢その氣｣を湧かせる、

その｢さし水｣になるのが康光岐の言葉です。 
私は、今、生きている実感しています。 

康光岐の言葉で、少しずつですが自己成長ができ

自分らしく輝く事ができつつあるのでは･･･と自

負してます。康光岐の言葉をたくさんの方に届け

るのが私の人生のテーマです 
皆様が幸せに感じ、自分らしく輝ける人生の｢さ

し水｣になればと思います。 

三木 元昭 
グェン君の家族です。奥さんはズンチャン、長

男はアン君です。 
有限会社 TAMAGO を設立、卵の生産、日本の会

社のための駐在員事務所、日本食レストランの出

店サポート、市場調査、翻訳通訳等を業務として

います。 

 ― 先週の卓話 ― 

― 元米山奨学生報告 ― 



｢ロータリーに望むこと｣ 
宇治 RC 内良 益雄氏 

(第 2650 地区 京都府 機械技術) 
ロータリーが生まれた時代を考えると、当時の

シカゴはモラルが低く、商業道徳の信義も薄い状

態であったようです。そんな中でポール・ハリス

は友人をつくろうとしてロータリークラブを創立

しましたが、職業を通して他人のために尽くすこ

とは、いつの時代でも、どんな仕事でも当然のこ

とで、難しく考える必要はないと思います。ロー

タリアンではなくても、ロータリー精神をもって

いる人は大勢います。 
現在、ロータリー会員として不安に思うことは、

職業奉仕を軽んじていること、新会員に対する職

業奉仕の考え方の指導不足、中堅会員がロータリ

ーの精神に真摯に向きあわないこと、ベテラン会

員が後輩に対して厳しく指導しにくい環境にある

ことが挙げられます。もちろんそういうクラブば

かりでないことは承知していますが。 
少なくともロータリーに入会した以上、会員は

それまでの自分より向上することを目指し、人間

性や人格の向上を常に意識することが最低限必要

なことだと思います。その結果、会社の発展に寄

与したり、退職した人なら周囲の人との関係をよ

り良好な状態にするようになり、職業奉仕の目的

が達成できると考えます。 
いつまでも世間に対してボランティア活動をア

ピールしているだけで満足していていいのでしょ

うか。これでは有能な職業人はロータリーに魅力

を感じないでしょうし、ロータリークラブ自体ま

すます衰退することは明白です。 
とにかく、入会者とともに全会員が自分の人格形

成についてもっと意識を高め、向上しようとする

努力が必要な時を、迎えているように感じられて

なりません。もうこれ以上退会者を出さないため

にも･･･。 

｢伝統と革新を次世代へ｣ 
大和 RC 吉岡 善一氏 

(第 2780 地区 神奈川県 ウェブシステム) 
私たちのクラブの本田誠一会員が長年にわたり、

全国の理容関係者へ技術講習を提供し、理容業界

の技術発展に寄与したことにより、黄綬褒章を受

章した。ロータリーにおける職業奉仕の鑑と思い、

本田さんに話をうかがった。 
 本田さんは神奈川県大和市内外で 5 店舗の理美

容室を経営しているが、｢振り返ってみると、きっ

かけを与えてくれる人たちと出会っていた｣と話

してくれた。 
 父親が理容室を営んでいたが、幼い頃は家業に

興味はなかった。しかし、常連客の｢後継ぎ頑張れ

よ｣の声、担任教師からの勧めなど、周囲に導かれ

るように理美容の世界へ。イギリスで師事したヴ

ィダル・サスーン氏の圧倒的な技術に刺激され、

日本一になること、世界の一流になることを決意

した。その後、国内外の大会で優勝を重ね、3 年

前に｢現代の名工｣、昨年 5 月には｢黄綬褒章｣を受

章した。 
 ｢世界のホンダ｣になっても、｢美容の世界はまだ

まだ奥が深い。お客様に接していると、いまだに

新しい発見がある｣と言う。だからこそ、いつまで

も進化を続ける。根本にあるのは、｢この人に何が

できるか｣という思い。｢期待に応えた尾、と思う

ことが人を成長させる｣と信じている。その思い

は、店名の｢プレミア｣として、歴史と伝統、地域

の一番、革新という意味を込めた。｢伝統を守るだ

けではなく、革新が必要｣。それが本田さんの経営

理念。仕事や出会いを大切にし、回ってきたお金

は、サービス向上のために使う。すると、お客さ

まに喜んでもらい、またお金が回ってくる。それ

を繰り返し、店を発展させてきた。 
 その背中を見て育った 4 人の子どもは皆、自ら

の意思で父と同じ世界に進んだ。そして、その背

中を追いかける者は、子どもたちだけではない。

現在は、業界の地位向上を目指し、1 年の半分は

講師として全国を飛び回る日々。今度はきっかけ

を与える側として、若い世代に伝えたいことがあ

る。｢仕事には苦しさ、厳しさもあるが、続けてい

くとそれが普通になる。そして、それが人をつく

っていく｣ 
 黄綬褒章の受章式では、天皇陛下から｢国のた

め、社会のため、人びとのため、ますますご発展

されますように｣という言葉をいただいた。｢60 歳

を超え、これからのんびり･･･と思っていたのに｣

と笑うが、｢賞をもらっても、日本一になっても、

それは過去のこと。明日どうするかを考えること

が大事｣と話す。経営者として、指導者として、父

として、次世代に引き継ぐべきものがある。まだ

まだのんびりはできなさそうだ。 

 

 

 

 

     〈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 

― ロータリーの友 2月号より ― 

― ロータリーの友 1月号より ― 


