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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、本日は米山奨学生の陳瑋文
さんようこそおいで下さいました。卒業論文も無
事提出されたようですね。御卒業まで残すところ
あと僅かですが、美しい日本の春を満喫してくだ
さい。 
先週、21，22 日と地区大会でしたが、参加ご苦

労様でした。次年度は本会議だけでも全員参加で
きるといいですね。私は『RI 会長代理ご夫妻との
晩餐会』も妻と出席いたしましたが、他にも中之
島 RC の山本肇会長ご夫妻はじめ多くの会長さん
ご夫婦にお会いすることができました。また、福
家ガバナーも主催者として招待客のご紹介やご挨
拶など精力的にこなされていることに感銘いたし
ました。御立派です。 
 
 
 
 
 
 
2012 年ルーヴル・ランス         金沢 21 世紀美術館 
さて本日は、現代の建築・その 6 は、日本の建

築家 SANAA プリツカー賞受賞者です。先週お話

しいたしました伊東豊雄の門下生で、妹島和世と

西沢立衛の共同体です。今、西欧文化社会には日

本的な空間が大人気、かつての浮世絵的存在かも

しれません。彼らの『流動的視覚特性』持つ透明

感のある軽い建築設計案は①新国立競技場(最優

秀案ザッハ・ハディッド)、②ルーヴル分室(最優

秀案 SANNA)の二つの国際コンペを最後まで沸

かしました。 
 
 
 
 
 
 
 

１８８９ エッフェル塔             １９７７ポンピドーセンター 
 

 
 
 
 
 
 

２０１３非難も多い新国立競技場案 
新国立競技場案に対する非難も多い。エッフェ

ル塔,ポンピドーセンターもかつてはパリ市民に

大反対にあっていました。奇抜な外見のため、建

設当時は、｢エッフェル塔の嫌いなやつは、エッフ

ェル塔に行け、そこから塔は見えないから。｣と皮

肉られ、ポンピドーセンターでは完成むき出し鉄

骨を見て｢工事中の建物と勘違いした！｣と。しか

し現在ではパリ観光の 2 大スポットとして市民権

を得ています。ザッハ・ハディッドの案も、きっ

と東京の新しいシンボルとなることでしょう。 

･ソング  ♪｢君が代｣｢花は咲く｣♪ 

･お祝いと表彰 

･卓話 

｢最近経験した判決から見えたもの｣ 

小松 英宣会員 

･ピアノ 滝廉太郎「花」 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 

･卓話 

｢日本に一人のまえかけ作家｣ 

まえかけ作家 坂田 真由美氏 

(河野 裕一会員紹介) 

･ピアノ リヒナー「勿忘草」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 3 月 7 日 第 1486 回例会 
識字率向上月間 

 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(3 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 



朝槻・・・東京地区大会、小泉進次郎クンの質問

の答は、わが本にありと開催ガバナー

舟木さんに話しました。お役に立って

ニコニコ。 
長谷・・・地区大会にご参加ありがとうございま

した。新入会員歓迎会では、親睦活動

委員の皆様ありがとうございました。

陳瑋文さん、ようこそ。楽しんで下さ

い。河野さん、先週は幹事を変わって

頂きありがとうございました。 
木村・・・何もありませんが。 
河野・・・三木さん、25 日は大変お世話になり有

難うございました。すごく楽しかった

です！ 
西尾・・・早退のおわび。 
大蔭・・・先週は地区大会、多数の参加ありがと

うございました！ 
佐々木・・今期にて当社も満 60 年を終了し、今

日納税してきました。 

１．4 月 12 日開催の相馬 RC 創立 50 周年記念式

典の出欠の返事を 3 月 3 日までにお願い致し

ます。 
２．3 月 15 日、インターシティミーティング IM

第 6 組がホテル阪急インターナショナルで開

催されます。出席お願いします。 
３．ご存知とは思いますが、3 月 14 日の周年記念

例会は 4 月 4 日に変更となっています。 

・3月 10 日(月)  18：30～ MU 事業 

ボランティアを励ます会 

   (大阪倶楽部) 

・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 3 日(金)  19：00～  

台北百齢 RC ウェルカムパーティー 

   (帝国ホテルフライングトマトカフェ) 

・4月 4 日(金)  10：30～14：00 

ICS 事業 

   (松柏学園) 

・4月 4 日(金)  18：00～ 

創立 31 周年記念例会 

   (帝国ホテル｢吉野の間｣) 

・4月 18 日(金)  13：40～ 

5 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・5月 2 日(金)   

休会 

― 直近の行事予定 ― 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
◆第 2 回ホストファミリーランチ 
日時：2014 年 2 月 15 日(土)(11：00～12:30） 
場所：シティプラザホテル 
 4 名のホストファミーに参加頂き開催したが、

来日生も日本の生活にも慣れてきており、2 軒目

のホストファミリーではどこも何の問題も無くス

ムーズに生活出来ているようです。 

◆第 8 回青少年交換委員会(12：30～14：00) 
場所：ガバナー事務所 
・派遣候補生の派遣先については、全て確定した

がアプリケーションがまだ 4 軒分しか届いてい

ないので、先方の地区に催促中です。4 名の内 3
名がアプリケーション上問題ありなので詳細も

確認中です。 
・3 月開催される東京研修旅行については内容確

定、5 月の広島研修旅行詳細については 3 月度

委員会で再検討する。 
・地区大会での、ローテックス帰国報告及び展示

についての内容確認。 
◆第 4 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、先月注意した点を

個別に勉強して修正してきており大変良かった

が、数名努力の足りない候補生がいるので、補

講が必要かも。 
◆3 月予定 
委員会：3 月 8 日(土)12：30～14：00 
オリエンテーション：2 月 15 日(土)14：00～16：30 
東京研修旅行：3 月 21 日(金)～23 日(日) 
PETS：3 月 29 日(土)13：00～17：00 

― 臨時理事会議事録 ― 

 

 

＜合計 ￥21,000 -  累計 ￥1,420,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

日 時：2014 年 2 月 28 日(金) 
審議議案： 

1．台北百齢 RC ウェルカムパーティーを別紙の通

り行なう旨、承認。 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 



｢陽のあたらない歴史｣ 
多田 秀觀 

歴史として公表されているものの中には、ずい

ぶん非常識なものもあります。今回は後世の歴史

家が、自分なりの常識で判断し、事実を歪めて公

表してそれが世間に知識として通用しているもの

の一つを取り上げてみます。 
 世に名高い合戦の一つに『長篠の合戦』があり

ます。これは小学校でも歴史の時間に教えている

ほど有名な話ですが、事実を客観的に把握してい

ない面が多くみられます。 
 教科書で教えられているのは、｢織田信長と徳川

家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使って武田勝頼の

精鋭軍に打ち勝った｣『鉄砲は弾を込めるのに時間

がかかるので 3 段に鉄砲を配置し順次発射する間

に弾込めをして途切れることなく撃ち続けた』こ

の 2 点が強調されて、その結果武田軍は間断なく

銃撃され負けてしまった。 
事実はどのようなものだったのでしょう。見て

きたわけではないので間違いないとは言いにくい

のですが、この合戦の日、天正 3 年 5 月 21 日(旧
暦)は現在の太陽暦では7月9日で梅雨の後半に当

たりジトジト雨よりも豪雨に近い雨が降りやすい

時期でした。 
15 日に早く現場に来てほしいとの要請を受け

16 日は準備に費やし 18 日に現場について陣を構

えて 21 日に戦闘を開始しています。梅雨のさな

かに 5 日先の天候を予測して雨が降らないことを

願って、雨の中では無力に近い火縄銃を準備して

戦場に向かう武将がいたとしたら、それは『虚け

者』などと嘲笑われるどころではないでしょう。

部下や連合軍の仲間から『殿、ご乱心！』となっ

たことでしょう。 
これまでの戦との一番の違いは集団での防御戦

にありました。小川を前にして横隊で待ち受ける

鉄砲と弓の前に、1ｋｍの彼方から騎馬武者とその

ご主人を守る徒歩の家来がやって来ます。その日

は晴れたにしろ戦場の設楽が原は地面は柔らか

く、主人を乗せた馬のひづめは深く地面に食い込

んだと思われます。徒歩の兵士も軽やかに地面を

蹴って走るのは難しかったでしょう。 
敵前にたどり着いたとしてもその先に川があり

これを渡るのにまたもや速度が落ちます。まさに

撃ってくれと言わんばかりの戦場であったと想像

できます。 
『自分の手柄とするために戦列を離れて首を取

りに行くことは厳重に禁止されていた』ので射手

は防御に専念できます。かくて武田軍は撃ち崩さ

れ敗走する運命となったのでした。 
兵力の損害は武田軍１万、織田徳川連合軍 6 千

という見方もあります。一方的な戦の割には連合

軍の死者が多いような気がするのは、それだけ武

田軍の武者は勇猛であったということと、落ち武

者狩りに出て行って反撃されて命を落としたもの

も多かったと思われます。 
最後に武田軍は名立たる武将の戦死は数えきれ

ないぐらいであったのに、連合軍側では 1 名の戦

士もなかった事実がこの戦の特徴をよく表してい

ます。 

― 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 ― 

 

3 月 14 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 先週の卓話 ― 

松浦 貞男（22 日）田中  健（26 日） 

松葉 知幸（10 日）長谷 裕代（22 日） 

山本依津子（27 日）田中  健（26 日） 

福井 教男（12 日） 

曽我部律夫  曽我部耳鼻咽喉科    （1973） 
長谷 裕代    ㈱オフィス長谷裕代  (2001) 

・ホームクラブ 6 ヶ月皆出席表彰 

金髙 好伸 



― 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   8名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  17名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席 10 名 
<2 月 28 日の出席率 64.52％>  

Make up を含む 2/7 の出席率 85.71％ 

 米山奨学委員長 多田 秀觀 

3 月 2 日 17 時より、ハイアットリージェンシー

ホテルで挙行されました。 
パストガバナー、ガバナー、ガバナーエレクト

など、錚々たる参列のもと厳かに終了しました。

歓送会では卒業生の(米山学友会)面々が彼らを温

かく見守ってやってほしいとのお願いがありまし

た。その前にロータリアンから、卒業したら全く

連絡が取れないものが多い、これではこの制度を

維持してゆくのは難しい、といった話があったの

です。祖国に帰ってもしばらくは自分の立場を見

極めて活動し始めるのに時間も必要になってく

る、といったものでした。卒業すればすべて学友

会員となります。会費は負担しなくてもよい。そ

してそれぞれが自己の立場をわきまえて活動し米

山学友会に戻って、その輪を広げる力になります。 
力強い言葉でした。我々の仲間には学ぶために

援助がいらない裕福な人はいない、この奨学制度

があったからなし得たことは大きい、感謝共にこ

の輪を広げて世の役に立とうと、宴を終わりまし

た。 

3 月 7 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

｢職業奉仕社内実践の巻｣ 
春日井 RC 宅間 秀順氏 

(第 2760 地区 愛知県 菓子製造) 
私はロータリー歴 3 年、年齢だけは 69 歳と平

均年齢を上回っている会員です。｢職業奉仕｣とい

う言葉について自分なりに考え、それを社内にお

いて実践しようと、数か月前から試みてきました。 
 わが社は食品の生産、販売をほぼ全国的に行っ

ています。従業員は 170 人余りで、そのうち工場

生産要員は約 150 人です。 
 まず、生産部門と非生産部門とに分け、改善会

議を行いました。生産部門については、部署長を

交え、パート従業員たちと各工程の問題点、改善

点を討議しました。 
 問題点として、今まで事務的、機械的、言われ

るがままに、疑問を持たずに作業していたこと、

また、他工程の作業をあまりにも知らなさすぎる

ということが挙げられました。その結果、自分た

ちが生産した品が、果して次の工程の人に快く受

け取ってもらっているかどうか、また、受け取っ

た側は効率よく作業できる状態なのか、という疑

問が生まれてきました。そこで、まずの生産の工

程で、受け渡し方と受け取り方の改善をしようと

いうことになりました。 
 そのためには、他部署で作業を体験してみるこ

とが効果的だと考え、閑散期に一日一人ずつ他の

部署に行き、人事交流を行うことにしました。 
 所属部署と関係する他工程の作業内容を理解し

た結果、｢どうすれば次行程の作業が効率的、かつ

楽になるかを常に考えて作業するようになった｣

｢前工程にちょっとした改善を要求してみた｣｢他

部署の見習うべき良い点を知った｣など多くのメ

リットがありました。 
 また、お互いの名前を知り交流が図れたことで、

今まで閉鎖的だった部署間の壁が一気に崩れまし

た。コミュニケーションの場が広がり、お互いに

喜んでもらいたいという思いやりの気持ちが広が

ったように思います。 
試験的に行った改善討議、人事交流でしたが、

社内の雰囲気にも良い影響を与え始めていると感

じています。このような討議の場、人事交流の場

を定期的に設け、弊社のスローガンでもある

｢small,but strong｣な会社にしていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

     〈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 

― 米山奨学生修了式・歓送会報告 ― 

 

― ロータリーの友 12 月号より ― 


