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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、本日は大淀 RC の長谷川様

ようこそおいで下さいました。最後までごゆっく

りとご歓談ください。 
先週 3 月 2 日(日)、2660 地区の米山奨学生終了

式歓送会がハイアットリージェンシー・ホテルで

行われました。他クラブの会長は 2 名だけでした

が、私にとっては初めての参加だったので新鮮で

した。しかし参加された留学生のほとんどが漢字

の氏名を持つアジアに偏っているようにも見えま

した。半数以上が中国の学生でしたが、もっと広

く世界均等にエリア分けしてもよいのではと感じ

ました。 
さて本日の建築は、日本の建築その 32 ≪大阪

倶楽部と安井武雄≫です。 1884～1955、大阪を

中心に活躍した建築家で、昭和モダニズム建築を

代表する建築家として名高く、大阪ガスビルディ

ング、大阪倶楽部などを設計したことで知られて

います。来週の月曜日には『ボランティアを励ま

す会』で使用する予定になっておりますが、まさ

に倶楽部らしき建築です。 
大阪倶楽部では、社交倶楽部にとって『会館が

活動の中心』。設計コンセプトは、倶楽部建築は

最も変化をもとめず、安定を好む建築であること

を基本に｢南欧風様式に東洋風様式を随所に配し｣

後に安井武雄の｢自由様式｣の代表作です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
南正面ファサード 自由様式       ステンドガラスの階段 

 

 

 

 

 

国の登録有形文化財・大阪市指定景観形成物(2004 年 6 月)、近代

化産業遺産(経済産業省)、大阪市指定文化財の指定を受けている 
同倶楽部は昨年 100 周年記念式典が行われたと

ころです。戦後は昭和 28 年復興し(私が生まれた

年でピルゼン会も始まりました)、竣工から 90 年

の歴史ある建築物です。平成 23 年一般社団法人

になりホール、会議室などの施設の利用、公開見

学会等で会館内部を披露するなど、文化的にも公

益性を高めています。我がクラブも 100 周年記念

式典迎えることができるといいですね。 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 
･卓話 
｢肩こり、腰痛の予防、改善方法について｣ 
柔道整復師 
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ整骨院 副院長 
東急ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ認定ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾅｰ 
           河村 英樹氏 

(久保 友志郎会員) 
･4 月度定例理事会（13：40～ ） 
･ピアノ 中田 章「早春賦」 

･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 14 日 第 1487 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 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 



朝槻・・・東京地区大会、小泉進次郎クンの講演

でした。議員としてではなく、人間と

して誇らしい方でした。 
長谷・・・誕生日、事業所創立自祝。小松さん、

卓話楽しみです。10 日のボランティア

を励ます会、ご参加よろしくお願い致

します。 
金髙・・・6 ヶ月皆出席自祝。 
木村・・・何もありませんが！ 
北村・・・小松先生、卓話楽しみにしています。

前回欠席のおわび。 
前田・・・たびたび欠席で申し訳ありません。小

松さん、卓話がんばって下さい。 
松葉・・・春間近か、早く暖かくなりますように。

誕生日自祝。 
大蔭・・・『花は咲く』皆様の『美しい声』が心に

染みます！ 
竹森・・・ごぶさたしております。ボランティア

を励ます会、参加ありがとうございま

す。 
山本(依)・朝からバタバタで遅れてすみません。

今月、私はお誕生日自祝。 

１．3 月月 15 日(土曜日)IM がホテル阪急インタ

ーナショナルで開催されます。ご参加宜しく

お願い致します。 
２．残念ながら 2014~2015 学年度は米山奨学生の

お世話クラブに該当しませんでした 
３．4 月 12 日の相馬ロータリー50 周年記念式典

に出欠のお返事がまだの方は至急提出して下

さい。 

｢最近経験した判決から見えたもの｣ 
小松 英宣 

和歌山 白浜のラブホテルを舞台とする事件 
『ヤクザによるインチキ損害賠償請求』について、

大阪地裁判決の勝訴に続き、原告控訴による大阪

高裁でも勝訴した件のご報告です。 
※26.2.20 大阪高裁判決(原審大阪地裁 25.9.6判

決)プライバシーに配慮したもの配布 
一、被害者もどきから大阪簡裁に提訴されたが、

被告側(当方)から｢大阪地裁への移送｣を求め

た事件です。地裁の方が十分な審理が期待で

きるからです。 
 ①当方はラブホテル側 

男女で宿泊の女性が浴槽の剥がれたタイル

で大腿部を怪我したと主張して金銭を請求

した事件 
 ②ホテル側がなぜ争ったか？(傷口が長く、き

れいすぎ、傷の方向もおかしい) 
 ③クライアントの考えは、どうだったか？ 
  弁護士に任せる ― 相手はヤクザと思わ

れ、安易に支払ったら他のホテルに影響す

る。弁護士費用が請求金額より大きくかか

っても正義を守りたい。 
二、訴訟の途中における裁判官の対応 
 原告を被害者と考えて被告側の争う姿勢に批

判的であったが、被告側は 
 ①求釈明で原告主張(浴槽への入り方)を確定

させて、反証へ 
 ②反証として調査会社へ調査依頼して同報告

書を活用した。 
三、裁判官の被告側証拠の採否等が民事裁判なの

に刑事裁判官のそれで、制限的であった。 
証人尋問終了時、終結 → 2 ケ月後の判決と

なる。 
四、判決は、被告の全面的勝訴 
 被告の主張を 100％認めた。原告の主張を少

し過激な表現で排斥して被告を勝訴させた。 
五、控訴はないと思っていた。書記官からの TEL

で控訴されたことが分る。書記官が小松が控

訴審でも受任されるか否かを聞いてきた。(こ
れはよくあることではない) 

六、大阪高裁の対応 
 第 1 回期日で終結し判決まで 2 ヶ月(遅い)と
決まる。原告(控訴人)に対し批判的な表現の

判決かと思ったがそうでもなかった。但し、

素人向けの詳しい原告側主張のすべてを否定

する判決であった。 
七、関連事項 
 ①日本の裁判は｢弱気の検察｣、｢強気の裁判

所｣と感じている。なぜでしょう。 
 ②電車内等で痴漢とまちがわれたとき、同行

・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

2014 年春の RYLA が 5 月 4 日～6 日に大東中

央 RC 主催で行われます。推薦要項にあたる方で、

参加させたいなと思われる方がおられましたら、

ご登録宜しくお願い致します。 
春の RYLA は初級となっております。是非ご参

加をお待ちしております。登録期限が 3 月 31 日

までとなっております。宜しくお願い致します。 

 

 

＜合計 ￥30,000 -  累計 ￥1,450,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― ― 先週の卓話 ― 

― 委員会報告 ― 

3 月 14 日のメニュー 

桜海老と浅蜊のピラフ 春仕立て 

サラダ 

コーヒー 



・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(木)  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 ― 

して否認すると→現行犯逮捕されてしまう

(裁判所の発布した逮捕状なしには逮捕さ

れないという令状主義の例外) 
これがくせものです。どうすべきか？ 

地区職業奉仕委員長 岡本 雄介 

3 月 8 日(土)第 2770 地区 IM において、我が地

区の地区職業奉仕委員会庄野副委員長(大阪 RC)
が基調講演をされ、さらにパネルディスカッショ

ンにもパネラーとして参加されるということで大

阪から地区メンバー4 名で博多まで応援に行って

まいりました。他地区の IM に参加することは初

めてで何かと勉強になりました。 
まず式次第などの手元資料は専門業者さんで製

本依頼などせず、簡素なホッチキス止めで手作業

にてされていました。しかし内容はしっかり作ら

れており全く問題ありません。また進行は司会者

が行いますが、ガバナー補佐の方がほとんど主要

な進行をされていたのには驚きました。途中退席

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
◆第 9 回青少年交換委員会 
日時：2014 年 3 月 8 日(土)(11：00～12：30) 
場所：ガバナー事務所 
・地区大会でのローテックス帰国報告について、

各方面から色々なお褒めの言葉を頂き委員長と

して大変満足しています。 
・派遣受入先よりのアグリーメントが 3 か所より

まだ届いていないので、再度早急に送るよう連

絡を入れる。 
・東京研修旅行最終行程確認。広島研修旅行見積

り、行程決定。 
・派遣生・来日生の家族訪問について、当委員会

としては基本的には認めない旨の書類を作成し

配布する。 
◆第 5 回派遣候補生オリエンテーション 

(14：00～16：30) 
・よく勉強している候補生が殆どだが、数名欠席

が続いたり明らかに勉強不足の候補生がいる。

このままだと本人が苦労することにも成るので

派遣取消しも検討必要かも。 
・JTB より保険やビザ発行についての説明。ブレ

ザー採寸。 
◆４月予定 
・座禅とお茶会(高槻西 RC 主催) 

：4 月 6 日(日)9：30～17：00 神峯山(高槻市) 
・第 3 回全国青少年委員長会議 
：4 月 19 日(土)11：00～16：00 品川プリンス 

・4 地区合同来日生京都散策 
：4 月 26 日(土)9：30～16:00 京都市内 

される方も、居眠りされる方もなく真剣な IM で

した。ちなみにこの地区では決して『組』を使わ

ず『グループ』を使うそうです。土地柄、【変な団

体】と間違われるそうです(第 4 組→第 4 グルー

プ)。またロータリークラブの名刺は作らず、全員

個人の会社の名刺で挨拶されています。 
 基調講演では最初に現在の経済情勢に一石を投

じられ、その後｢ロータリーの原点を考える｣とい

う演題で熱弁をふるわれました。終始落ち着いた

口調で淡々と話され、ロータリーの歴史を丁寧に

紐解き、改めてロータリークラブの原点～｢職業奉

仕の大切さ｣を痛感させられるご講演でした。すば

らしい講演でした。講演後、庄野さんの作られた

パワーポイントのデータをほしいという方もおら

れるほど好評でした。第 2700 地区の参加者も熱

心に聞き入っておられました。第 2660 地区職業

奉仕委員会のメンバーとして他地区においても最

高の職業奉仕を実施されました。取り急ぎご報告

まで。 

 

3 月 28 日の例会場 

帝国ホテル大阪22階｢ペガサスの間｣ 

― 第 2700 地区第 4グループ IM 報告 ― 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 



― 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   8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  7 名 
<3 月 7 日の出席率 77.42％> 

Make up を含む 2/14 の出席率 89.29％ 

｢タブノキ里親プロジェクト｣ 
姫路西ロータリークラブ(第 2680 地区) 

東日本大震災から約 3 年がたちましたが、わが

クラブはその間、いろいろな復興支援に携わって

きました。 
第 2550 地区(栃木県)の鹿沼東ロータリークラ

ブ(RC)から案内をいただき、昨年 6 月 9 日に宮城

県岩沼市で行われた｢千年希望の丘 植樹祭｣に参

加した時、伊達正宗公が愛したとされるタブノキ

が津波に強いと聞き、｢タブの木里親プロジェク

ト｣を計画し、実施することにしました。 
同プロジェクトは、タブノキの苗木を寒冷な宮

城県から持ち帰り、温暖な当地で育て、約 1～1
年半後に東日本の太平洋岸沿いに植樹。成長し大

きくなったタブノキの森で、地域の人々の命、生

活を津波から守ろうというものです。 
里親には、当クラブ会員に加え、姫路市立城西

小学校、神姫ひかり幼稚園、船場御坊幼稚園の子

どもたちが参加してくれることになり、昨年 11
月 7 日に苗木の受け渡し式を行いました。 
クラブ環境保全委員会では、豊かな森づくりに

協力し、創立 45 周年記念事業の一環として、こ

の苗木を育てることで、子どもたちに優しいここ

ろ、慈しむ心、そして育てる心を育んでもらい、

その心を込めて育てた木とともに、子どもたちの

心を被災地に届けたいと思います。 
自然環境を守ることにより、復興支援への参加

意識、意義を考え、それに関わっていく価値を感

じてもらえるものと考えています。子どもたちに

は 10 年後、20 年後に青々とした葉をつけ、海岸

沿いを埋め尽くすようにしっかりと根を張ったタ

ブノキを見てほしいものです。 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
2014 年 3 月 10 日(月）18 時 30 分～20 時 30 分、

淀屋橋に有る 大阪倶楽部にて｢ボランティアを励

ます会｣事業を行いました。当初は、2 月 14 日(金)
の予定でしたが、大雪の為延期となり当日を迎え

ました。 
大蔭会長より開会の挨拶を頂戴し、大手前整肢

学園の代表として平田総務課長よりご挨拶を頂き

ました。松浦会員より、乾杯の言葉を頂き｢ボラン

ティアを励ます会｣の趣旨や経緯をお話下さいま

した。飲食を開始しだし、そして学生の自己紹介。

皆さんの緊張が伝わってきました。次第に学生達

の緊張もとけだし、ひっきりなしに出て来る料理

の数々本当にお腹いっぱいになりました。 
そして、恒例のテーブルディスカッション。テ

ーマは｢大手前整肢学園の児童に対してロータリ

ークラブに望む事｣です。4 テーブルに分け現状を

踏まえながら、何が出来るのかと言う事を話し合

いました。 
その内容を抜粋してご報告致します。 
オレンジテーブル：子供たちの名札を作ってほし

い。※良いアイデアの名札(ボランティアに来ても

間もない人たちは、園児たちの名前が分からない

ので接しづらい) 
ブルーテーブル：最新医療機器の提供。子供たち

は病棟という狭いところに居るので、広い所で遊

ばせたり普段出来ない事をさせてあげたい。 
イエローテーブル：子供たちに何が出来るのかと

言う事も、ボランティア側とロータリー側では 1
年に 1 回この会でしかないので、何が出来るかを

深く掘り下げるため、連絡窓口を設けて情報交換

を行う。 
グリーンテーブル：3 者間での交流を増やし、イ

ベント毎にそれぞれの立場で協力しあうと同時に

春のイベントや秋のイベントを企画しバックアッ

プして欲しい。 
他にもたくさんの意見があり、何が出来るのかと

改めて思いました。 
最後に、金髙会長エレクトより閉会のご挨拶を

頂きました。そして、写真撮影では大阪倶楽部様

のご厚意で会場とは別の場所をご提供して頂き記

念撮影行う事が出来ました。ご参加頂きました皆

様、残念ながら参加できなかった方々、そしてご

協力頂きました皆様へ感謝申し上げます。 

 

 

 

 

     〈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 

― ロータリーの友 3月号より ― 

― ボランティアを励ます会報告 ― 


