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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、本日はハワイから RI5000 
地区元ガバナー、ジム・バーナーさん、奥様でシ

スタークラブのカハラサンライズ RC よりナンシ

ー・バーナーさんがお見えになっております。ま

た大阪大淀 RC より長谷川様ようこそおいでくだ

さいました。そして米山奨学生の陳イブンさん留

学生活を終えてのご挨拶に来られました。最後ま

でごゆっくりとご歓談ください。久保会員のご紹

介の河村英樹さん、卓話楽しみにしております。 
いよいよ桜の芽もほころび春です。母校・岩国高

校は初日、開会式の後の第一試合にて敗退いたし

ましたが、大勢の同窓生が集まり、大変盛り上が

りました。皆様応援ありがとうございました。 
来週は『31 周年記念例会』です。台北百齢 RC か

らも TOTO 会長ご夫妻はじめ 23 名ものメンバー

が来られます。本当に嬉しいことです。皆様とと

もに心より歓迎いたしましょう。桜も期待どおり

満開と思われます。 
さて本日の建築は、≪現代の建築・・・その 15

坂 茂さん≫ 一般には『紙の建築』で有名な建築

家です。東京の高校を卒業後、南カリフォルニア建

築大学に学び 、1984 年クーパー・ユニオンの建築

学部を卒業、磯崎新の事務所で活躍後独立しまし

た。先日、ご紹介いたしました伊東豊雄氏に続き 3
月 25 日『建築界のノーベル賞』プリツカー賞受賞

されました。紙管を構造材として使用し、世界各地

で人道支援活動も積極的にしています。 
 

 
ポ ン ピ ド ゥ ー ・ セ ン タ ー 分 館 ・ メ ス 市 

（2010） 
 
≪マイノリティ・弱者の住宅問題≫ 坂氏の好き

な建築家は、以前ご紹介いたしました（Less is 
More.）で有名なミース・ファン・デル・ローエ

だそうですが、それ以上に彼自身の社会に対する

無限のエネルギーと、卓越した発想力や、デザイ

ン力には目を見張るものがあります。坂氏の人道

支援活動は我々のロータリー精神に通じるもので

あり、私も心から尊敬できる建築家の一人です。

日本人としては 7 人目、2 年連続の受賞です。 
今、世界の文化圏では、かつての日本の浮世絵の

ように、透明感のあるシンプルな空間や、純粋無

垢な普遍性に美を見出しているようにも思えま

す。 
 
 
 
 
 
2007 鷹取教会仮設 台湾へ移設    岩手県大槌町紙管間仕切り 

･ソング  ♪｢君が代｣｢花は咲く｣♪ 

･お祝いと表彰 

･広報委員会担当卓話(フォーラム) 

｢肩の力を抜いて、ロータリーの思いを！｣ 

 松浦 貞男委員長 

･ピアノ 森山直太郎「さくら(独唱)」 

･創立 31 周年記念例会（18：00～ ） 

･懇親会（18：30～ ） 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 4 月 4 日 第 1489 回例会 
雑誌月間 

 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 11 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 



１．本日例会終了後、定例理事会があります。 
２．4 月 4 日(金)台北百齢 RC との ICS 事業が松

柏学園にて行われます。 
３．次週の創立 31 周年例会は夜例会となります。 

・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 
・5月 16 日(金)  13：40～ 

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・5月 23 日(金)  13：40～ 

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

2014～15 年度の青少年交換留プログラムで交

換留学生受入先の｢大阪府立千里高等学校｣へ交換

留学生紹介者の河野会員と保護者の坂田さんと

で、担当の先生方に 3 月 20 日面会して参りまし

た。 
千里高校は多くの交換留学生を受け入れている

実績もあり、この事業に対して寛容で趣旨の理解

をして頂きました。 
一応受入(入学許可)は内定と言う事ですが、4 月

にある学校での審議会を経て最終決定となりま

す。後数カ月で、交換留学プログラムが始まりま

す。この事業に係わる全ての皆様のご協力をお願

い申し上げます。 

三木 元昭 
本日の例会にカハラサンライズロータリークラ

ブからジムとナンシー・ヴァーナーさんの訪問が

ありました。ジム氏はパールハーバーRC の会員

で2006/7年の5000地区(Hawaii地区)のガバナー

をされました。ナンシーさんはカハラサンライズ

RC の会員です。 
ご夫妻は姉妹提携クラブのある広島地区のクラ

ブを訪問し、土曜・日曜と京都地区の姉妹クラブ

に、続いて東京地区のクラブに出席の予定で来ら

れ、当クラブに寄られました。会長とバナーの交

換をした後、ご夫妻は挨拶され、パールハーバー

RC と広島の RC とは 32 年間お互いが隔年に訪問

しあっていること、美しい日本が大好きとおっし

ゃっていました。 
例会での卓話は日本語でされましたが、体を動

かす体操だったので、よく理解できたようで面白

いといわれてました。短い時間でしたが、またの

再会を約束してお別れしました。 

・里山同好会 

多田 秀觀 

里山同好会のお知らせです。4 月 27 日は、クラ

ブで尼崎学園の子供たちを招いて里山遊びをしま

すが、20 数名の世話をするのにぶっつけ本番では

少し心もとない気がしますので、4 月 13 日の日曜

日に予行演習をしたいと思います。いつもどおり

の 10 時集合でお願いします。主な練習は、大き

な釜でご飯を炊くことです。おいしいおにぎりを

いっぱい作ってお持ち帰りください。 

 

 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

― ハワイよりお客様 ― 

― 同好会報告 ― 



大阪大淀 RC 長谷川眞哲氏 
  ・・・ちょっと嬉しい事がありました。 
朝槻・・・東京でのメーキャップはいずこも大歓

待で楽しくて、感謝。人として信じら

れるのがうれしい日々。 
長谷・・・Jim Varner、Nancy Varner ハワイか

らようこそおこし下さいました。陳瑋

文さん、今日最後の例会出席です。河

村英樹様、卓話楽しみにしています。 
金髙・・・先週無罪判決を勝ち取りました。 
小林・・・先日は三木さんはじめ皆様ありがとう

ございました。 
久保・・・卓話宜しくお願いします。 
前田・・・4 月に東京に戻ることになりました。

皆さまのご交誼、誠にありがとうござ

いました。 
岡本・・・今日はたくさん会費払いました。ニコニ

コ。 
大蔭・・・RI の 5000 地区ガバナー、ジム・バー

ナー様、カハラサンライズメンバー奥

様ナンシー様、ようこそおいで下さい

ました。来週は 31 週年記念です。宜

しくお願い致します。 

｢肩コリや腰痛など、身体の悩みを改善する

ことから考える『自分らしさ』について｣ 
パフォーマンスアカデミー整骨院 副院長 

河村 英樹氏 
(久保 友志郎会員紹介) 

世の中には、身体に痛み

や不調があっても、それを

我慢をしながら生活を送り

続ける人達が大勢いている

様に感じます。 
私は普段、整骨院での勤

務やパーソナルトレーナー

として活動しておりますが、ある１つの考えをいつ

も持っています。 
それは、｢私に出来る事は、皆さんが『自分らし

く』あるためのお手伝い｣です。 

― お知らせ ― 

4 月 1 日より河野裕一会員の事務所が移転しまし

たのでお知らせいたします。 
〒530-0041 
大阪市北区天神橋 4 丁目 2 番 8 号 
アミティエ扇町公園 802 号 
TEL(06)6358-7060（変更ありません） 
FAX(06)6358-7680（変更ありません） 

では｢自分らしく｣とは？ 
私はそれを｢身体のどこにも痛みや悩みがなく、

健康的に活動できる状態｣だと考えました。 
そしてそれによって周りの人達にもプラスの影

響を与えることができれば、とても素晴らしい事だ

と思います。 
例えば、朝の｢おはよう｣の挨拶の時に、いつも肩

コリや腰痛で悩みを抱えた方が、心の中で｢腰が痛 
いなぁ…肩がだるいなぁ…｣と、少しマイナスの

気分で｢おはよう…｣と挨拶をしてしまったら、相手

の方は｢大丈夫かな？ 具合が悪いのかな？｣と、心

配をかけてしまうかもしれません。 
しかし、身体に痛みや悩みが無く、スッキリとし

た気分で｢おはよう！！｣と挨拶をしたとき、相手の

方に｢元気で気持ちのいい挨拶！！｣と、少しでも

清々しい気持ちになっていただけたなら、とても価

値のある、素敵な事だと私は思っています。 
そんな、周りの方の気持ちに影響を与えるかもし

れない｢自分らしく｣を実現するためのお手伝いの 1
つとして、今回の卓話では肩コリや腰痛に対しての

簡単な体操やストレッチを実際に行い、少しの刺激

によって身体の動きが変わる、という体験をしてい

ただきました。 
ロータリークラブに参加されている皆様は、多く

の人々との出会いがあり、多くの人々にとって様々

な影響力のある方々だと思います。 
今回、そんな皆様方の｢自分らしさ｣に少しでも貢

献が出来たのであれば、私にとって一番の幸いで

す。 
ありがとうございました。 

 

＜合計 ￥29,000 -  累計 ￥1,521,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

4 月 11 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 先週の卓話 ― 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 1名   会 員 数  35名  

 外国ビジター 2名   出席規定適用免除   8名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  6 名 
<3 月 28 日の出席率 64.71％> 

Make up を含む 2/28 の出席率 96.30％ 

陳瑋文 
皆様のおかげさまで、先日卒業式に参加して、

やっと順調に卒業しました。留学の生活を振り返

ると、いろいろな人と出会い、様々なことを体験

したり、それらはすべて私の貴重な思い出になる

と思います。たとえば、大学のボランティア授業

に参加して、日本の子供たちに台湾の文化やこと

を教えたり、様々な留学生たちと交流したり、ま

たロータリーの奨学生になり、ロータリアンの皆

様と交流したり、スピーチコンテストに参加した

りすることを通じて、異文化理解をより深めて、

大変勉強になりました。 
 とくに、奨学生になったこの一年間は、皆様の

おかげさまで、私はさらに勉強を集中し、充実か

つ有意義の留学生活を過ごしました。そして、皆

様に心から感謝しております。皆様、ありがとう

ございました。 

次年度地区職業奉仕委員 長谷 裕代 
2014.3.29(土)13：00～17：00 よりハイアット

リージェンシー大阪にて PETS･地区チーム研修

セミナーが開催されました。 
次期ガバナー補佐と地区委員会リーダーの役割

と責務、次年度地区委員会へのお願い事項、地区

委員会に関する RI2660 地区の方針についてでし

た。 
RI のテーマ・地区方針発表は泉ガバナーエレク

トに始まりロータリー財団委員会、米山奨学委員

会、危機管理委員会、次年度予算の報告の後 PETS
と地区チーム研修セミナーに分かれました。「次期

ガバナー補佐と地区リーダーの役割と責務」を岩

田地区研修委員会サブーリーダが話されました。

次期ガバナーと地区委員会リーダーが、役割と責

務につい学び、地区リーダーシツプチームと共に、

技能や知識、そうして意欲を備えた地区指導者チ

ームを作り地区内のクラブを支援する事が目的。 
第 2 部部門別協議会では私は次期職業奉仕委員

会に参加しました。 
ロータリーは職業分類の原則に基づく会員組織

であり、1.クラブ会員は職業の代表者であり 2.ロ
ータリアン以外のひとに対しては、自分の職業に

誇りをもつことから職業奉仕は始まる。 
職業奉仕はロータリー精神の基本であり、ロー

タリアンは職業を通じて社会に貢献しなければな

らない。これを再認識して頂き、各クラブ独自の

事業もあるが地区としてはそれぞれの職業を生か

してお手伝い出来るように推進を図っていきたい

と北川職業奉仕委員長が話され、すこしだけ職業

奉仕について解りました。 

岡田 耕平 
4 月 2 日(土)奈良国際ゴルフ倶楽部において｢第

3 回大手前 RC ゴルフコンペ｣が開催されました。

当日は好天に恵まれ、また桜も満開と絶好のゴル

フ日和で 14 名の参加者は大いに楽しい 1 日を満

喫しました。 
当日は三木会員がベスグロ優勝をされ、お楽し

み馬券も一人勝ち、ご満悦の表情でした。次回は

6月 4日(水)鳴尾ゴルフ倶楽部(8:30スタート)です

ので、多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

     〈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 

― 第3回大阪大手前RCゴルフコンペ報告 ― 

― PETS･地区チーム研修セミナー報告 ― ― 米山奨学生報告 ― 


