
会長 大蔭 政勝   幹事 長谷 裕代   会報担当委員長 竹森 敏麿 

OSAKA-OTEMAE 
第 2660 地区大阪大手前ロータリークラブ 

Rotary Club Weekly Bulletin 
創立 1983 年（昭和 58 年）3 月 18 日

日 
例会 毎週金曜日 12 時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先週の例会報告 

こんにちは、先週は我がクラブ創立 31 周年記

念例会でした。皆様のお蔭で祝賀会も盛り上がり

大成功に終わりました。心より感謝しております。

ありがとうございました。台北百齢 RC からも

TOTO 会長ご夫妻はじめ、なんと 23 名ものメン

バーが 4 月 3 日に来られ 7 日まで、桜満開の大阪

をご一緒することができ本当に楽しい思い出がで

きました。感謝の一言に尽きます。記念祝賀会で

は、私の記憶でも初めての、両クラブ合同合唱と

なり本年度のテーマソングになった『花は咲く』

が歌われました。 
 
 
 
 
 
 

初めての合同合唱『花は咲く』 
また 3 日には、ICS 事業も松浦委員長の計画で、

松柏学園園児と百齢 RC さんと共にバーベキュー

パーティーをすることができ、桜舞う中での貴重

な体験行事となりました。尚、長谷幹事と岡本委

員長は明日私と相馬 RC50 周年記念祝賀会に参加

の為、本日欠席となっております。 
さて本日は、日本の建築その 34 で、大阪で活

躍された近代日本の建築家・渡辺節(1884-1967)
と彼の作品をご紹介いたします。古典主義をベー

スとした様式建築を自在に設計し、関西を中心に

商業ビルの秀作を多く残しました。東京帝国大学

建築学科を卒業し鉄道院に入り、京都駅(後に焼

失)などを設計。1916 年(大正 5 年)に独立、大阪に

設計事務所を開設。日本勧業銀行、日本興業銀行、

大阪ビルヂングなど合理的なアメリカ流のオフィ

スビルを得意としました。様式を上手く使いこな

し、過去の様式を折衷することで自らの世界を創

り出し施主の要望に応える現実的な建築家であっ

た。彼のこうした建築姿勢に、その下で学んだ村

野藤吾は影響を受けました。大阪府建築士会会長

なども務め、現在は若手建築家のための渡辺節賞

が設立されています。 
 
 
 
 
 
 
 
ジャコビアン様式綿業会館     茨木カンツリー倶楽部 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 

･卓話 

｢消費者問題とは｣ 

 松葉 知幸会員 

･ピアノ ランゲ「花の歌」 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 

･会員研修委員会担当卓話 

｢2月8日クラブ研修リーダーセミナーのご報

告と当クラブの会員研修について｣ 
北村 光司委員長 

･5 月度定例理事会（13：40～ ) 

･ピアノ マリイ「金婚式」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 4 月 18 日 第 1491 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 25 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・・・31 周年記念おめでとうございました。

大蔭さん誇らしく終えてよかったです

ね。 
犬伏・・・記念日を自祝。 
金髙・・・事業所創立記念日を自祝。 
松葉・・・連続欠席のおわび。 
松浦・・・松柏学園での本年度の ICS 事業。2 つ

のロータリークラブ全員の思い入れで

成功。ありがとうございました。 
中林・・・誕生日自祝。 
中野・・・本日早退のお詫び。 
西尾・・・記念例会欠席のおわび。 
大蔭・・・創立 31 周年記念例会、皆様本当にあ

りがとうございました。ICS 事業はじ

め、すべて皆様のお蔭です！！ 
瀬尾・・・記念日自祝。 

・出席規定適用免除中だった、曽我部律夫会員が

4 月 18 日より復帰されます。 
・前田康廣会員が 4 月 5 日付で退会された為、会

員数 34 名となりました。 
・4 月 12 日相馬ロータリークラブ 50 周年記念式

典に、大蔭会長、長谷幹事、佐々木会員、岡本

会員が参加されます。 
・会員研修事業の日程が 5 月 12 日(月)18：30 に

決定しました。 
・次週 18 日、例会終了後 5 月度定例理事会が開

催されます。 

竹森 敏麿 
日時：2014 年 4 月 13 日(日)AM10：00～PM3：00 
場所：加古川市 多田会員宅 
参加会員：多田・中林・辻村・山本(依)・小林・竹森 
当日は、雨も予想もありましたが、その心配は

よそに少し曇天でしたが気候が良かったです。今

回の同好会は、4 月 27 日に実施いたします｢尼崎

学園向け里山事業｣の予行練習という、位置づけで

行いました。 
多田会員宅に集合し、早速 里山へ向かい何から

始めるか雑談をしながら段取りを確認して、各々

作業を行いました。女性会員 2 名には食事の下準

備をお願いし、男性会員は子供たちが怪我なく快

適に、を考えて食卓の補修や作業テーブルの新設、

夢中で作業していると 13 時を回った頃、ご飯が 2
升も炊き上がり、おにぎりを作って運んで来て頂

きました。釜戸には丁度良い火加減の鉄板がスタ

ンバイ。全員そろって乾杯(キンキンに冷えたノン

アルコールビール)。普段、口にしない鹿肉や猪肉、

野菜も頂きました。 
その後、子供たちの座る椅子を作るため、大き

な木を多田会員がチェーンソーでぶった切り丸太

椅子を 10 脚作ってもらいました。里山事業当日、

天気も良く子供たちがいろんな事を学べる様にし

たいと思います。会員皆様の参加をお待ちしてお

ります。 

4月19日土曜日次年度の地区協議会が大阪国際会

議場で 13 時より開催されますので出席義務の会

員の方お忘れないようお願いします！ 

― 臨時理事会議事録 ― 

・国際奉仕委員会 

委員長 河野 裕一 

本日、台北百齢 RC27 周年記念例会のご案内を

ポスティングしています。6 月 16 日(月)17 時より

台北晶華飯店で開催されます。3 泊 4 日、2 泊 3
日のどちらかの日程で旅程を組みたいと思いま

す。航空券、ホテルの手配をしますので参加・不

参加、また参加の場合どのコースで行かれるかを

ご回答ください。手配の都合上、ご回答は 4 月 17
日(木)までにお願い致します。 

 

 

＜合計 ￥34,000 -  累計 ￥1,654,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 里山同好会報告 ― 

日 時：2014 年 4 月 11 日(金) 
審議議案： 

1．曽我部会員の出席規定適用免除を 4 月 11 日ま

でとする旨、承認。 
2．会員研修委員会より 5 月 12 日(月)に開催する

第 3 回会員研修事業をメーキャップ事業とす

る旨、承認。 

4 月 18 日のメニュー 

帝国ホテル特製カレーに 

イカと子海老のフライを添えて 

サラダ 

コーヒー 

― 委員会報告 ― 

― 次年度幹事報告 ― 



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！｣ 

広報委員長 松浦 貞男 
3 月度定例理事会で当クラブの HP 整備につい

て早くその完成にむけて取組む旨、報告されまし

た。本日のフォーラムにおいて出された会員の意

見も参考にされ、会員と地域社会に支持された

HP が生まれるよう願います。あらかじめ司会を

される方々には進行をスムーズに運ぶため 3 つの

設問を用意いたしました。 
一、日頃各種の HP をよく見ますか？最近役立っ

た HP はありましたか？RC に関する HP を

みますか？ 
  A テーブル 
  RC の HP は最近めったに見ない。特に更新

されなくなって見なくなった。 
  RI の HP は非常に良い。大阪天満橋 RC の

HP では卓話が掲載されていて良い。 
  きちんと更新する事でクラブの価値が決まる

ので、一般の方々にとって更新は大切。 
  B テーブル 
  他のクラブの HP を見たことはある。 
  連絡事項だけになっているので、連載ものを

掲載してみては？ 
二、どのような情報を掲載すれば街の人々にとっ

て役に立つと思いますか？ 
  A テーブル 

入会の勧誘の際には必ず HP を見るので一般

の人が引き込まれるような情報がほしい。 
活動が解らないので何処で何が行われている

のかを発信すれば役立つのでは。 
週報にはすべての情報が掲載されている。そ

れを掲載するのも良いのでは。 
B テーブル 
社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕など対外的な

活動を掲載。月に 1 回は掲載(更新)。 
スケジュールや会員に対する連絡にも活用し

て欲しい。 
誰が(チームや委員会)、どのような費用で、

どのように更新していくかを決めること。 
三、個人情報を守ることも含めて、HP に掲載し

ないほうがよいと思われる内容は？ 
  A テーブル 
  会員の価値観がそれぞれ違うので、どの範囲

が良いか統一しておくこと。 
  奉仕先によっては子供の安全を守る上で顔写

真はダメとかの配慮が必要。 
  B テーブル 
  個人情報を守ることはよいが、あまり過敏に

反応するのはどうか？ 
  奉仕先によっては団体名も出さないほうが良

いのでは？ 
いずれにしても会員にとっても、地域社会の方々

にとっても役に立つ内容であり、また常に更新さ

れて新鮮な情報が提供されていくように、皆で取

り組んでいきたいものです。 

国際奉仕委員長 河野 裕一 
4 月 3 日(木)17 時頃、当クラブ創立 31 周年記念

例会に出席のために訪日される台北百齢 RC の

方々が関西国際空港に到着されるので、当クラブ

からお迎えに行ってきました。 

関西国際空港から宿泊先の帝国ホテル大阪まで

貸切バスで移動し、ウェルカムパーティー開始時

間の 19 時半直前に到着し、百齢 RC の方々にはそ

のまま会場の｢フライングトマトカフェ｣にお越し

いただきました。 
パーティーは大蔭会長の挨拶・乾杯で始まり、

着席での歓談となりましたが、ほとんどの方がグ

ラスを持ち、移動しながら皆さんとお話しをされ

ていました。最後は百齢 RC、TOTO 会長のお礼

の言葉でお開きとなりました。参加者は百齢 RC
から 23 名、当クラブ会員・ご家族 31 名の総勢 54
名で、大人数での賑やかでとても楽しいパーティ

ーとなりました。2 時間という短い時間でしたが

当クラブからも大勢の方に参加していただき、大

歓迎の心のこもったおもてなしが出来、百齢 RC
の方々にも大変喜んでいただけました。参加して

いただいた皆様、本当に有難うございました。 

 

― 台北百齢RCウェルカムパーティー報告 ― 

― 先週の卓話 ― 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  34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  16名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 10 名 
<4 月 11 日の出席率 60.00％>  

Make up を含む 3/14 の出席率 92.60％ 

親睦活動委員長 岡田 耕平 
平成 26 年 4 月 4 日(金)、帝国ホテル｢吉野の間｣

にて大手前ロータリークラブ 31 周年記念祝宴が

盛大に行われました。全員の着席を待って会場内

の照明がおとされ、芥川高校和太鼓部による演奏

が始まりました。会場に鳴り響く和太鼓の迫力に

台北百齢 RC の方々も見入っておられました。田

中健元会長による乾杯の発声で宴がスタートし、

程なく Helen 前会長の独唱、約 1 年振りの美しい

歌声に全員が酔いしれました。 

国際奉仕委員長 河野 裕一 
4月 6日(日)台北百齢RCの方々の観光に同行し

て来ました。大蔭会長と松浦夫妻は朝 10 時に百

齢 RC の方々と一緒に帝国ホテル大阪を出発し、

万博記念公園に向かいました。 

その後、会場内で

は両クラブの皆さん

がグラスを片手に歩

き回り、あちらこち

らで“乾杯”の声が

あがっていました。

最後は大蔭会長婦人

の指揮で｢花は咲く｣

を合唱し、これで終わりかと思いきや、台北百齢

RC の方々も登壇し参加者全員での大合唱、想定

外の楽しい一幕でした。 
6 月には台北百齢 RC の周年事業が行われます

ので、多くのメンバーで訪問出来ればと思います。 

河野夫妻は万博記念公園で合流し、日本庭園を

散策しました。佐々木夫妻が合流した後、百齢 RC
の方々とは別れ、河野夫妻のみ同行して大阪市内

で昼食をとりました。 
お昼からは箕面公園に向かい、箕面の滝に行き

ました。滝の下まで長い下り坂を皆さん歩いて行

かれ、滝の前で記念撮影をされていました。 

その日は箕面観光ホテルでの宿泊で私達夫婦は

夕食までご一緒させていただきました。帰りに百

齢 RC の方々には疲れているにも関わらず、私た

ちの車が見えなくなるまで見送って頂きました。

改めて百齢 RC の方々のホスピタリティに感動し

た一日でした。 

次に勝尾寺を拝観しました。その日は朝から寒

かったのですが、夕方近くになりさらに寒さが増

した為、少し歩かれた後、ほとんどの方はレスト

ランで休憩されたり、お土産を買われたりしてい

ました。すると、天気が急変し、みぞれが降りだ

し、雪に変わりましたが、私は外にいた為、慌て

て中に入ったのですが、百齢 RC の方々は逆に皆

さん外に出てきて嬉しそうにされていました。台

北では雪を見ることがない為、季節外れの雪が思

わぬ経験となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

― 創立 31 周年記念祝宴報告 ― 

― 台北百齢 RC 北摂観光報告 ― 



以前は靴を外で脱いでいたが、玄関ができたこ

とによって雨でも靴がぬれることなく非常に使い

やすくなったと、皆様心から喜んでおられた。 

社会奉仕委員長 岡本 雄介 
昨年訪問し、その後当クラブで支援させていた

だくことになったボランティア団体｢BE ONE｣に

再度 4 月 11 日(金)にお伺いし、代表のチャドさん

にお会いした。今回は当クラブで支援させていた

だ い た 地 元 の 方 々 の ス ポ ー ツ 施 設 ｢ THE 

ROCK｣の玄関新設工事がほぼ完成したというの

で見せていただいた。 

岡本 雄介 
【大川桜見物】 
 少し風が冷たかったが、晴天に恵まれた日和と

なりました。朝 10：40 発のアクアライナーに乗

船し、大川岸の桜見物に出発！少し散りはじめで

はあるものの、まだまだ満開の桜を堪能すること

ができ、台北百齢 RC の皆様も川から眺める桜に

歓声を上げておられました。橋の下をくぐるとき、

船の天井が 30cm も下がってくることに驚いてお

られたのが印象的でした。道頓堀に向かうバスで

今まで私が写した集合写真などをお配りしたとこ

ろ皆さん、喜んでいただけました。 

【道頓堀散策】 
 昼食は道頓堀の｢がんこ寿司｣で今回日本での最

後の食事です。少しビールが入り、皆さんそれぞ

れ 4 日間の旅行を思い出すように歓談されておら

れました。昼食後三々五々ミナミの街を散策され、

台湾にないコテコテの大阪の珍しい街並みを楽し

まれました。 

【アベノハルカス】 
 予定では日本一高いビル｢ハルカス｣に昇る予定

でしたが、残念ながら時間切れで阿倍野付近の散

策に変更となりました。それでもリニューアルさ

れた阿倍野界隈で買いものなどそれぞれ楽しんで

おられました。アンドリューさんが曽我部会員と

黒田さんの大好物の｢御座候｣を全員分買ってこら

【お見送り】 
 終日台北百齢RC の皆さんと一緒にいるとより距

離も近づき、すばらしい一日となりました。せっか

く近づいたと思ったらもうお別れの時です。見送り

には大手前メンバーも来られ、みんなでお送りしま

した。何度も｢6 月に大勢で是非お越しください｣と

おしゃっていただきました。大手前のメンバーの皆

さん、次回訪台は大勢で行きましょう！ 

れ、関空までのバスでおいしくいただ

きました。ありがとうございました。 

【おまけ】 
 お見送りが終わり、ほっとして JR の改札まで

来たら何とヘレンさんとお母さんがおられるでは

ないですか！今から京都見物だそうです。元気す

ぎます。JR｢はるか｣で行かれるそうです。ところ

が添乗員さんと別れた途端、すでに道に迷ってお

られました。ホームと乗る電車、乗るドアまでお

教えして別れましたが…。ちゃんと到着されます

ように！ 関空の迎えから始まった今回の一連の

事業も終わりました。 

 

― 東北事業報告 ― 

― 台北百齢 RC 帰国日報告 ― 



会長 大蔭 政勝 
先週 4 月 12 日(土)相馬 RC 創立 50 周年記念式

典及び祝賀会が行われました。我がクラブからは

私・会長と、長谷幹事、佐々木職業奉仕委員長、

岡本社会奉仕委員長の 4 名でご訪問いたしまし

た。 
ちょうど相馬市も桜が満開になってきており穏

やかなよいお天気の中で式典は行われました。御

来賓には昨年お世話になった立谷相馬市長はじめ

新地町町長、相馬商工会議所会頭等々、ロータリ

ークラブは、スポンサークラブの福島 RC、いわ

き平 RC をはじめ姉妹クラブ、友好クラブ等、総

数20クラブ(参加総数は約150名)がご来訪されて

おりました。さすがに創立 50 周年です。地元の

相馬市にしっかり根を張り、震災復興の中にあっ

ても、しっかりと未来に向かって歩んでいるクラ

ブの姿を見ることができました。私にとっても心

に残る記念式典でした。 

当日小さいこどもたちの安全面の監視役として

地元の高校生たちがボランティアとして来ておら

れた。ボランティアのメンバーの中には｢引きこも

り｣の高校生もおられたようだが、ここで小さいこ

どもたちの面倒をみることにより、少しずつ社会

の役に立てる自分を見出している子もいるとお聞

きしたのが印象的だった。 

はまだまだ残っている。しかし海岸線で共通なの

は、どの地域も堤防、避難道路拡張などの工事が

始まっており、復興に向け少しずつ進んでいるよ

うだった。一方我々の支援できることもまだまだ

あると強く感じた。 

今回はこの施設に対し行う追加の支援に対する

ヒアリングもひとつの目的だった。それらを持ち

帰り、我がクラブにて次年度地区補助金を申請す

べく検討する予定だ。 

石巻をあとにし、女川町方面にも足を延ばした。

女川町は地形がゆえ、十数メートルまで津波が襲

ったところだ。今も転倒したままのビルなど爪痕

 

 

 

 

4 月 25 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

     〈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 

― 相馬RC創立50周年記念式典・祝賀会報告 ― 


