
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 

皆さんこんにちは、本日は大阪西南 RC より亀

井さん、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、本日より曽

我部会員が復帰されました。心よりお喜び申し上

げます。 
先週、例会の翌日 4 月 12 日は、相馬ロータリ

ークラブ創立 50 周年記念式典・祝賀会が桜満開

の相馬で行われました。我がクラブからは、会長

の私と、長谷幹事、佐々木委員長、岡本委員長の

4 名で訪問致しました。記念式典には立谷市長を

はじめ参加者総数約 150 名(20 クラブ)でしたが、

さすがに｢50 周年という年輪｣を式典の中に感じ

ました。祝賀会も盛り上がり、本当に楽しい相馬

RC の思い出がまた一つできました。 
本日より復帰された曽我部会員が希望されてい

る第 50 代会長の時の、我がクラブの 50 周年式典

を目標に皆様と共に成熟した｢心豊かなロータリ

ー｣を創ってゆきたいと思います。 
さて本日は、≪現代の建築・その 10 丹下健三 

≫です。丹下氏は(1913- 2005)｢世界のタンゲ｣と

言われ初めての世界的日本人建築家です。ル・コ

ルビュジエを通してマルクス主義から実存主義に

転向し、 東京帝国大学建築科に入学、辰野賞を受

賞し前川國男建築事務所に入る。 大東亜建設記念

造営計画設計競技に 1 等入選し昭和 26 年

CIAM(国際近代建築会議)広島計画を発表し有名

になった。また日本人で初のプリツカー賞受を賞

し、磯崎新・黒川記章など多くの世界的建築家を

育てている。 
 
 
 
 
 
 
 

広島平和記念資料館 1955      代々木屋内競技 
丹下氏はル・コルビュジエの近代建築の手法を

用い、ミケランジェロの芸術の持つ宗教的な記念

碑的超越性を、近代建築においても獲得させるこ

とをめざしていると言われ 2006 年広島平和記念

資料館が、村野藤吾の世界平和記念聖堂(1953 年、

広島市中区幟町)とともに、第二次世界大戦後の建

築としては初めての重要文化財(建造物)指定とな

っている。本当に尊敬すべき建築家の一人である。 
 
 
 
 
 
 
 

東京都庁舎第一本庁舎 1991           丹下健三 
 

･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  ♪｢君が代｣｢花は咲く｣♪ 

･お祝いと表彰 

･卓話 

｢高田郁著『銀二貫』に想う｣ 
松浦 貞男会員 

･ピアノ メンデルスゾーン「歌の翼に」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 4 月 25 日 第 1492 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 ◎次回(5 月 9 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 



福井・・・忙しいシーズン終わりました。トラッ

ク 2 台大破。 
長谷・・・相馬 RC 創立 50 周年記念式典に参加し

て思った事は、運営が良かった事と挨

拶は簡単で明瞭で心がこもっていた

事。50 年の歴史かな？ 
     曽我部さま、お帰りなさい。 
金髙・・・東北訪問の皆様、ご苦労様でした。 
     曽我部先生、お久しぶりです。 
北村・・・本日、会員研修担当卓話宜しくお願い

致します。 
河野・・・曽我部先生、お帰りなさい！寂しかっ

たです。 
三木・・・ちょっといいことがありました。 
中林・・・曽我部さん、お帰りなさい。 
中村(匡)・曽我部さん、全快おめでとうございます。 
岡田・・・先週、来週欠席のお詫び。 
岡本・・・石巻、相馬に行って参りました。塩釜

でトロ食べました。おいしすぎる～！ 
大蔭・・・相馬 RC 創立 50 周年記念式典、大変良

かったです。 
大本・・・曽我部先生、おかえりなさいませ！ 
佐々木・・相馬 RC50 周年出席、地元の手造りの

余興、印象に残りました。 
曽我部・・三途の川の渡し賃が拂い戻されました。 
竹森・・・曽我部会員、おかえりなさい。 
辻村・・・曽我部さん、復帰おめでとうございます。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 1名   会 員 数  34名  

 外国ビジター  0名   出席規定適用免除   7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 

<4 月 18 日の出席率 75.00％> 

Make up を含む 3/28 の出席率 96.30％ 

・本日例会終了後 5 月度定例理事会があります。 
・曽我部会員の出席規定適用免除が本日より外れ

ました。 
・帝国ホテル大阪からオペラのご案内をポスティ

ングしています。 

・社会奉仕委員会 

委員長 岡本 雄介 

～東北石巻訪問報告～ 
先日相馬 RC50 周年記念式典の前日に石巻を訪問

しました。用件は①我がクラブで支援させていた

だいた遊び場｢THE ROCK｣の玄関工事が完成し

たということで、見せていただきました。非常に

使いやすくなったと皆さん喜んでおられました。 
②同施設で次年度地区補助金を申請し、支援する

予定の内容の確認を現地で行いました。ウォール

クライミングの石や照明器具、運動器具などです。

見積もりなども受領しましたので、岡田次年度社

会奉仕委員長に引き継ぎ、次年度に向け申請を進

めます。以上、ご報告させていただきました。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

1．本日ポスティングされております資料 2014-15
年度｢少年少女ニコニコキャンプ｣が 8 月に開催

されます。5 月 12 日より受付開始です。6 月 10
日締め切りで先着 70 名までですので、参加希

望のある方々はお早めにお申し込みをお願い申

し上げます。 
2．2014 年 4 月 27 日(日)に実施いたします、新世

代奉仕委員会最後の事業｢尼崎学園向け里山事

業｣を行います。ご参加いただける会員皆様あり

がとうございます。好天に恵まれるようにと思

っております。18 日までが締切でした。結果

10 名のご参加を頂き感謝申し上げます。スケジ

ュールにつきましてはポスティングする予定で

したが、参加者の皆様に追ってご連絡いたしま

す。 

 

 

＜合計 ￥55,000 -  累計 ￥1,709,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

5 月 9 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

4 月 25 日のメニュー 

白インゲン豆のクリームスープ 

色々な貝類のナージュ仕立てに 

春野菜を添えて 

サラダ 

苺のムースとヨーグルトのソルベ 

赤い果実のソースを添えて 

コーヒー 

― 委員会報告 ― 



次年度幹事 大本 達也 
2014‐2015 年度のための地区研修・協議会が 4

月 19 日(土)大阪国際会議場にて開催されました。 
福家ガバナーの開会点鐘・挨拶で幕が開き、そ

してガバナーエレクトの泉博朗氏により RI 会長

エレクトゲイリー・ホァン氏の提唱する RI 次年

度のテーマ｢LIGHT UP ROTARY｣｢ロータリーに

輝きを｣が発表されました。 
そして 2660地区のテーマとして｢ひとりひとり

の輝きで、あなたの地域を輝かそう｣も発表されま

した。 
当クラブからは次年度会長の金髙会員はじめ 9

名の次年度各委員長が出席しました。次年度に向

けてのクラブの活性化、円滑な運営に於いて大変

有意義な研修・協議会でした。 

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｣ 
会員研修委員長 北村 光司 

いつも大変お世話になり、ありがとうございま

す。去る 2 月 8 日に開催されましたクラブ研修リ

ーダーセミナーの報告を行います。 
利用したスライドは地区会員研修担当委員会よ

り提供されたものです。会員減少に対する対策と

各クラブ活動の活性化のために会員研修は利用さ

れています。OJT の重要性、若手に新事業を任せ

る等でクラブの活性化が図られる点が、全体を通

じて浮き彫りとなりました。 
本来会員研修は会長経験者のされる委員会です

が、当クラブでは、会長経験者に限らず広く色々

な方が担当されてこられました。それ自信もある

意味、思い切った事業のひとつと言えるかも知れ

ません。 
これまで 2 回の議論を積み重ねて来ましたが、

第 3 回も同様に議論の場を設けることとし、5/12
にジャスミンガーデンで夜会合と致します。前回

のアンケートでの出欠をもって出席とさせていた

だき、変更の場合のみお知らせ下さい。 

長谷幹事の司会の下、両会長挨拶の後、乾杯の

音頭をチャーターメンバーOB の浅桐さん、坂本

さん、矢野さんの 3 人でお願いいたしました。当

クラブ設立当初のお話しや、おもいで話にも花が

咲き、末弘家からの挨拶もあり、最後には OB 会

員の井手さんも登場され、宴はますます盛り上が

りました。 
理事会はじめ、皆さんの御理解と御協力に心よ

り感謝致します。昨日 PP.HIRO 様より今回の皆

様方の歓迎に対する心温まるお礼状が届きまし

た。後日ご披露いたします。本当にありがとうご

ざいました。 

会長 大蔭 政勝 
記念例会の翌日、淀屋橋の大阪倶楽部にて『台

北百齢 RC 感謝交流会』が行なわれました。会の

目的は、短期交換留学生で末弘瞭人が大変お世話

になったことへの感謝と、交流の晩餐会でした。 
台北百齢 RC からは TOTO 会長、PP.ME 様、

PP.HIRO 様御夫妻はじめ、23 名全員が来られ、

本当に嬉しいことでした。我が RC メンバーは 10
名そのご家族 5 名、OB 会員とご家族 8 名、総勢

46 名になりました。 

 

 

― 先週の卓話 ― 

― 台北百齢 RC 感謝交流会報告 ― 

― 次年度のための地区協議会報告 ― 



地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
2013-2014 年度第 3 回全国青少年交換委員長会議 
日時：2014 年 4 月 19 日(土)11：00～16：00 
場所：品川プリンスホテル 30 階｢ダイアモンド 30｣ 

例年、年 1 回行われる全国委員長会議ですが、

本年はこれで 3 回目です。 
まず、交換先地区と交わす同意書についての確

認から始まり、RIJYEC で 2 年掛かりで進めてい

た受入学生の為の旅行保険がやっと完成しまし

た。 
RI の定める内容に関してカバー出来る保険は

世界中に存在せず、今回作成した保険が世界中の

見本となりそうです。本年度はすでに保険加入は

済んでいるので来年度から日本全地区で運用に成

る予定です。 
次に保険ではどうしてもカバー出来ない部分を

カバーする地区でのファンドについては、地区に

よりばらつきがあり設定されていない地区や小額

な地区も多数ありました。我が 2660 地区では危

機管理費として 1000 万円が既に積み立てられて

おりますのでご安心を。 

― 直近の行事予定 ― 

・4月 27 日(日)  10：00～15：00 MU 事業 

尼崎学園里山事業 

   (加古川) 

・5月 2 日(金)   

休会 
・5月 12 日(月)  18：30～20：30  MU 事業 

第 3 回会員研修事業 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 
・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｣) 

・6月 4 日(水)  8：30～ 

第 4 回大阪大手前 RC ゴルフクラブコンペ 

   (鳴尾ゴルフ倶楽部) 

・6月 13 日(金)  13：40～ 

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・6月 16 日(月)   

台北百齢 RC 創立 27 周年記念例会 

   (台北) 

・6月 20 日(金)   

7 月度定例理事会(次年度理事・役員) 
   (場所未定) 

・6月 27 日(金)  夜例会 

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

｢創立 20 周年記念事業保育園で食育教室｣ 
中条胎内ロータリークラブ 

(第 2560 地区 新潟県) 
 創立 20 周年記念事業で、当クラブの社会奉仕

委員会と親睦委員会の協同事業として、未来を担

う子どもたちの健康を育むための教室｢さわらび

保育園・食育教室｣を開催しました。 
 10 月 18 日、胎内市のさわらび保育園で、新潟

薬科大学名誉教授で新潟いのちの電話理事長の及

川紀久雄氏を招き、保育園児と職員、保護者、地

域の方々と当クラブ会員の総勢 120 人が参加し、

健康に生活するための基本である｢朝ごはんの大

切さ｣｢バランスの良い食事の大切さ｣｢体内時計の

お話｣｢山菜や旬野菜の栄養のお話｣など興味深い

話を聴きました。講師の問いかけに、園児たちが

積極的で元気に手を挙げて応えていたことが印象

的でした。 
 食育教室終了後は、みんなで市内の関沢森林公

園に移動し、豊かな自然と青空の下で、親睦委員

会の会員が早朝から腕を振るって作った胎内産黒

豚と地場産野菜入りの豚汁、黒豚ソーセージをい

ただきました。 
 ｢食育教室で野菜が体を丈夫にしてくれること

を知った園児たちは、普段よりもおかわりをして

いたようです｣と園長先生が話されていました。子

どもたちや地域の方々に喜んでいただいたことが

何よりです。参加者のこれからの健康につながる

ことを期待します。 
 今回の事業では、ロータリー財団の地区補助金

を活用しました、今後も地域の声に耳を傾けなが

ら、会員相互の親睦を深め、楽しい地域サービス

を心掛けたいと思います。 

 

 

 

 

     〈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 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 

― ロータリーの友 4月号より ― 


