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前回の例会報告 

皆さんこんにちは、本日は大阪南 RC の秋山様、

大阪北 RC の黒田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。また、

フィンランドへの留学生の坂田成実さんとお母様

で本日の卓話者でもあります坂田真由美様、後ほ

どのご挨拶と｢まえかけ｣の卓話の方、楽しみにし

ております。 
いよいよ春です。本日は選抜高校野球の抽選会

が行われ、母校・岩国高校は初日 3 月 21 日の第

一試合に決定致しました。良い試合をしてくれる

と確信しております。15 日は新大阪駅にて、選手

団の歓迎激励会があり私も、エールを送る大役を

仰せ付かっております。 
 
 
 
 
 

岩国高校選抜チーム 
さて本日の建築は、現代の建築その 9 ≪ルイ

ス・カーン≫です。20 世紀を代表するエストニア

系アメリカ人建築家で、その活動の主眼は、公共

建築で、ブルータリズム(野獣主義)の代表者の 1

人でもある。最も『光を愛した』建築家、その美

しすぎる建築作品を見てください。 
 
 
 
 
 
 
空へのファサードソーク研究所 サイクロイド曲線 キンベル美術館 
全ての作品で、構造と意匠が高度な必然性の高

みで融合し、その精神性を感受させることのでき

た建築を作り続けた。リチャード研究所は、建築

素材の扱い方、素材はその本性に沿ってのみ扱う。

｢サーブド・スペース(サポートされる機能空間)｣
と｢サーバント・スペース(サポートする機能空

間)｣階段室、排気、給気ダクトが納められた 4 本

のシャフトが鋭く起立するデザイン的完成度で建

築界の注目を集めた。 
 
 
 
 
 

インド経営大学 
精神性の高いフォルム(構造と意匠の緊張結合)

は 安藤忠雄はじめ世界の多くの建築家の目標と

も成っている。 

･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」 

･創立 31 周年記念例会（18：00～ ） 

･懇親会（18：30～ ） 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 3 月 28 日 第 1488 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 ◎次週(4 月 4 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・・・昨日は入院のお見舞いに伺い親しく話

しが出来ました。お役に立つ仕事が出

来ることに感謝です。坂田真由美さま

本日卓話楽しみにしています。 
木村・・・何もありませんが！ 
小林・・・先週欠席のおわびです。 
河野・・・交換留学候補生の坂田成実さんとお母

様の坂田真由美さんです。みなさまよ

ろしくお願い致します。 
松葉・・・本日早退のおわび。 
中林・・・昨日より娘がスペインに 1 年間の語学留

学に旅立ちました。 
中田・・・今頃ですが、皆様入会歓迎ありがとうご

ざいました。今後共どうぞあたたかい目

で失礼をお許し下さい。楽しいです！ 
中村(不)・11 月二月堂の修二会に行ってきました。

良かったです！ 
岡田・・・3 週連続欠席のお詫び。 
大蔭・・・岩国高校(3/21)センバツ大会初日第 1

試合に決定しました！応援宜しくお願

い致します。 
大本・・・先週欠席のおわび。ボランティアを励

ます会、竹森さん、ごくろう様でした。 
佐々木・・大蔭会長、大阪クラブの伝統ある建物、

圧倒されました。 
瀬尾・・・久しぶりの例会出席おわび。 
竹森・・・坂田さん、ようこそいらっしゃいまし

た。卓話楽しみです。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 2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  2名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5 名 
<3 月 14 日の出席率 90.00％>  

Make up を含む 2/21 の出席率 88.89％ 

１．明日はインターシティーミーティング IM が

ホテル阪急インターナショナルで開催されま

す。テーマは｢見つめ直そう日本の心～式年遷

宮とお伊勢参り～｣です。ご参加宜しくお願い

致します。参加お願い致します。 
２．来週は祝日のため、例会はお休みです。  
３．次々週 3 月 28 日は 4 月度定例理事会です。

審議事項等ある方は、出来るだけ早く資料を

提出して下さい。 

・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 ― 

・国際奉仕委員会 

委員長 河野 裕一 

本日、台北百齢 RC ウェルカムパーティーのご

案内をポスティングしています。4 月 3 日(木)19：
30 より帝国ホテル大阪２階「フライングトマトカ

フェ」で開催いたします。今回は欠席会員からも

会費を頂くことになっています。多くの会員、ご

家族の方にも是非参加していただき、台北百齢RC
の方々を大歓迎し、心のこもったおもてなしをい

たしましょう。 
・ICS 委員会 

ICS 委員長 松浦 貞男 

ご案内の通り、今期の台北百齢 RC との ICS 事

業は松柏学園にて 4 月 4 日実施されます。児童の

各種イベントに役立つ集会用のテントの寄贈式と

併せて、児童全員を囲んで 2 つのロータリークラ

ブ、学園職員によるバーベキュー食事会を行いま

す。一人でも多くの会員の皆さんのご参加をお願

いします。 

１．次年度の為の地区研修・協議会の案内を出席

義務のある会員にポスティングしています。

当クラブの地区への出席者名簿の提出期限(3
月 28 日)がありますので出欠の連絡を早急に

お願い致します。 

― ノミニー臨時理事会議事録 ― 

 

 

＜合計 ￥42,000 -  累計 ￥1,492,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― ― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

― 次年度幹事報告 ― 

日 時：2014 年 3 月 14 日(金) 
審議議案： 

1．平成 26 年 6 月 20 日の 7 月度定例理事会を夜

に変更する旨、承認。 



｢日本で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 
私は、｢まえかけ｣と呼ぶオ

リジナルのエプロンを制作し

販売する仕事を始めて、今年

で 18 年目になります。当初は

育児のかたわら細々と制作し

ていましたが、現在は日本全

国の 10 店舗の店舗にてまえ

かけを取り扱いいただき、年

に7~8回全国のギャラリーにて個展を開催できるよ

うになりました。おそらくまえかけだけを専門に作

る｢まえかけ作家｣は日本で私ひとりだけではない

でしょうか。「まえかけ展」を開催するというと、

めずらしいという印象を持っていただけるようで、

大変大勢の方にお越しいただけます。 
 私のまえかけの特徴は、一見したところごく普通

のありふれたエプロンですが、実は幾通りもの着け

方ができたり、体に負担なく楽に着けられる工夫が

あることです。また、デザインや色使いで、着ける

と気持ちがウキウキしたり、背筋がピンと伸びて気

持ちがしゃんとするまえかけになるよう心がけて

います。美しいまえかけをめざしつつも、毎日使う

ものだから、あくまでも機能的であること。それは

わたしの基本姿勢です。 
 まえかけ作りにおいて、デザイン、生地選び、仕

上げ作業、宣伝、営業活動等々、ほとんどすべての

ことは私自身が行っていますが、布の裁断と縫製は

熟練の縫製職人の方々にお願しています。 
彼らは、現役時代に大きな縫製工場を経営してい

た専門家が多く、高齢になり引退した現在もその腕

は衰えず、高い技術を保っている方ばかりです。そ

んな彼らに縫製を任せることで高い品質を保つこ

とができますし、彼らに少しの張り合いと、いくば

くかの収入をもたらすことができることを、心から

嬉しく思っています。 
他にも、生地屋さん、取引先の店舗、展示会を開

いていただくギャラリーさん、まえかけを買ってく

ださるお客様、そして私の家族などなど、私のまえ

かけに関わるすべての人々が、誰一人として不利益

や不快な思いをすることのないよう、“Win‐Win”
の関係を築いてゆけるようにすることが私の願い

であり、仕事をする目的です。 
将来的には、縫製の方だけでなく、現役を引退さ

れた高齢の方々の能力を掘り起こし、活かし、彼ら

の暮しをほんの少しでも張り合いのあるものにす

るお手伝いが、まえかけ作りを通じてできれば良い

と考えています。 

幹事 長谷 裕代 
本年度(2013-2014）R.I 第 2660.地区 IM 第 6 組

インターシティーミーティングは大阪東淀ちゃや

まちロータリークラブがホストを務められまし

た。テーマは｢見つめ直そう日本の心｣20 年に一度

行われ、1300 年の長きにわたり続けられている伊

勢神宮の式年遷宮｢お蔭参り｣とも称されるお伊勢

参りを取り上げられました。 
皇學館大学教授の櫻井治男先生、岡田登先生の

基調講演と大阪より伊勢まで徒歩でお伊勢参りを

体験され、その道中に落語をしておられる桂文我

さんを講師に迎え式年遷宮とお伊勢参りの意義と

意味を現代の視点から捉える素晴らしい企画でし

た。基調講演からは日本の来し方と行く末を見つ

めて～式年遷宮は伝統工芸の優れた技術を守り伝

え、永遠性を実現する大いなる営み、建物は滅び

るが、建物を作る心、技術は永遠に続くという精

神はこれに関わる多くのひと人の営々たる研磨・

努力とあいまって、あらためて学んでみると日本

の叡智の奥深さに驚きと感動でした。最後に遷宮

の心とは『日本が一つに集う』と結ばれました、

特に鼎談では桂文我さんの司会が軽妙な語りで桜

井、岡田、両先生からいろいろな話しを引き出し

てくださいました。 
総括は山田ガバナー補佐から IM を終えてみて

｢式年遷宮｣技術の伝統｢お伊勢参り｣心の問題の意

義を探る現代的な意味～、お伊勢参りが大ブーム

になっているかな？ 
次年度インターシティーミーティングのホスト

クラブに新大阪ロータリークラブが決まりまし

た。 

そして、私自身がおばあちゃんになり、亡くなる

前日まで仕事を続けられることが、現在の私の一番

の希望です。 

 

4 月 4 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 前回の卓話 ― 

― インターシティーミーティング報告 ― 



ロータリーこみみコラム 
｢カーネルおじさんの襟元｣ 

幹事 長谷 裕代 
2014 年 3 月 19 日 18：30～20：30 ラペティ・

ロアラブッシュにて第 5 回 2660 地区 IM 第 6 組

会長・幹事交流会が開催されました。今回は当ク

ラブが担当でした。大蔭会長のあいさつに続き、

山田ガバナー補佐のご挨拶と大阪天満橋 RC 在本

会長の乾杯で会食に入りました。 
会食歓談の中で先日開催された IM6 組インタ

ーシティーミーティングが終わりほっとされてい

るホストクラブ大阪東淀ちゃやまち RC 大澤会長

から、参加いただいたお礼と式年遷宮とお伊勢参

りの話があり、たいへん盛り上がりました。 
料理は日本屈指の品質を誇ったホテルプラザの

料理の味を受け継ぎスタイリッシュな空間でこだ

わりの京野菜や厳選素材を生かした素晴らしいコ

ース料理でした。 
次回の交流会は 4 月 23 日(木)に決定しました。 

社会奉仕委員長 岡本 雄介 
今年度 3.11 震災特別委員会予算より支援させ

ていただいております石巻東北支援団体｢BE 

ONE 東北支援｣がその拠出金でこどもたちの遊

び場｢ROCK｣に新しく玄関を造っておられます。

現在増築中ですが、中間報告として写真をお送り

いただきましたのでご報告させていただきます。 
今まで玄関がなく、雨や雪が降ると靴が濡れて

しまい、不便だったようです。玄関ができると非

常に使いやすくなると楽しみにされています。

｢ROCK｣はこどもを中心に町の皆さんが利用され

ている施設(遊び場、トレーニング設備)です。 
震災で心に傷を持たれた方もたくさんおられま

すが、この施設で遊びながら色々な方と話をされ

ることにより、少しずつ心の傷も癒されてくるの

だそうです。そんな施設の整備に私たち大阪大手

前 RC は支援させていただいております。 

カーネル・サンダース氏と

いえば、ケンタッキー・フラ

イド・チキンおの店頭の立像

を連想される方も多いと思い

ます。白いひげ、白いスーツ

の立像は、等身大に近い大き

なものですが、その襟元に、

皆さんと同じロータリーの徽

年交換留学生の若者たちとか。もう 20 年以上も

前になりますが、自分たちがよく利用する店の前

にある人形の襟に、お世話になっているロータリ

アンと同じバッジが着いていると、という話が広

がり、ロータリアンの知るところとなりました。 
1 月は｢ロータリー理解推進月間｣。このエピソ

ードは、ロータリーにかかわりをもつことがロー

タリーの認知につながる、という好例だとは思わ

れませんか。 

章が着いているのをご存じですか？彼もロータリ

アンで、ロータリーをこよなく愛していたそうで

す。 
サンダース氏は自伝に、ロータリークラブとの

出合いが、自分の人生における最も大きな出来事

の一つであったと書き、また、｢超我の奉仕｣と｢最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる｣という二

つの標語に感銘したと書いています。さらには、

四つのテストにパスしないビジネスは長続きしま

いからやめたほうがいい、とも書いています。(『カ

ーネル・サンダース』〈藤本隆一 産業能率大学出

版部〉1998 年)。 
さて、最初にこのバッジに気づいたのは、青少

 

 

 

 

     〈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2009年 1月号より ― 

― 東北支援中間報告 ― 

3 月 28 日のメニュー 

蕪のクリームスープ 

鮎魚女の天火焼きに蛍烏賊を添えて 

マスタード香る菜の花のソース 

サラダ 

チェリーズビレ 

 シナモン風味のアイスクリームに 

          シガレットを添えて 

コーヒー 

― 第5回IM第6組会長・幹事交流会報告 ― 


