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先先先先々々々々週週週週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

皆さんこんにちは、本日は大阪そねざき RC よ

り野瀬博様、大阪東 RC より高橋司様、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。昨日、相馬 RC より先日の創立 50

周年記念祝典訪問へのお礼状が届きました。また、

皆様の御協力のお蔭で、台北百齢 RCの PP.HIRO

様より心からの御礼のお手紙を戴きましたのでこ

こに報告します。 

私事ですが、今年 2月に妻が肺癌を宣告され、

3 月 6 日摘出手術し、抗がん剤投与を薦められて

おりましたが、今週の月曜日、京都の肺癌専門の

先生より｢順調に回復しているので抗癌剤投与は

不要です。｣と言われホッといたしました。皆様方

には色々と御心配をおかけいたしました。これか

らも二人で我がクラブの為にも頑張りたいと思っ

ています。 

さて本日は、日本の建築・その 20 数寄屋風書

院≪桂離宮≫です。 

数寄屋建築は、書院建築の様式に茶人たちの精

神性を反映した茶室の洗練された意匠力を加えた

日本の建築様式の一つである。主として、料亭や

住宅として造られるが、大変高価な建築となり現

在では数寄屋大工さんの活躍の場も少なくなって

いる。 

 

 

 

 

新御殿           配置図 

桂離宮は、17世紀に八条宮家初代の智仁親王に

よって古書院(1615年)が築かれ、息子の智忠親王

が 桂山荘の復興増築に力を入れ 1662 年に中書

院、新御殿、松琴亭、賞花亭、笑意軒、月波楼を

増築し 現在の桂離宮の姿が完成しました。1933

年にドイツ人建築家ブルーノ・タウトが｢泣きたく

なるほど美しい｣と絶賛し、私も学生時代｢東洋の

パルテノン｣と教えられました。また、外観の簡素

な建築美はだれもが憧れる造形美です。ちょうど

同時代の建築である権現造りの日光東照宮と対比

されて語られることもよくあります。日本人なら

一度は観るべき建築でしょう。 
 
 
 
 
 
                斬新な内部        書院窓・棚 

  桂離宮は全体が月見のための舞台となっている。東側が

池に向かっている月波楼で最初に月を愛で、月が中天に昇

ったら古書院の月見台へ向かう。このように建物を移動し

ながら月を観賞するために建築されている。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢マキャベリのマキャベリのマキャベリのマキャベリの『『『『君主論君主論君主論君主論』』』』は社長に役立つか？は社長に役立つか？は社長に役立つか？は社長に役立つか？｣｣｣｣    

三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭会員会員会員会員    

･新旧合同理事会（･新旧合同理事会（･新旧合同理事会（･新旧合同理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マシコタツロウマシコタツロウマシコタツロウマシコタツロウ「「「「ハナミズキハナミズキハナミズキハナミズキ」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪♪♪♪｢君が代｣｢君が代｣｢君が代｣｢君が代｣｢｢｢｢花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢高田郁著『銀二貫』に想う｣高田郁著『銀二貫』に想う｣高田郁著『銀二貫』に想う｣高田郁著『銀二貫』に想う｣    

松浦松浦松浦松浦    貞男会員貞男会員貞男会員貞男会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「歌の翼に歌の翼に歌の翼に歌の翼に」」」」 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2014 年 5 月 9 日 第 1493 回例会 

    2012012012013333－－－－2012012012014444 年度年度年度年度        

国際国際国際国際ロータリー会長ロータリー会長ロータリー会長ロータリー会長    ロンロンロンロン    ＤＤＤＤ....バーバーバーバートントントントン    

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVESENGAGE ROTARY CHANGE LIVESENGAGE ROTARY CHANGE LIVESENGAGE ROTARY CHANGE LIVES    

ロータリーを実践しロータリーを実践しロータリーを実践しロータリーを実践し    みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を    

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次◎次◎次◎次回回回回((((5555 月月月月 16161616 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

                                                                                                        KEEP THE SPIRITSKEEP THE SPIRITSKEEP THE SPIRITSKEEP THE SPIRITS    CREATECREATECREATECREATE    ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !    本年度 クラブのテーマ 



福井・・・いい天気ですね！ 

長谷・・・本日の卓話｢消費者問題とは｣松葉さま

楽しみです。 

27日里山尼崎事業に出張の為、参加出

来ずすいません。 

木村・・・何もありませんが！ 

小林・・・松葉先生の卓話、楽しみにしています。

結婚記念のお祝いありがとうございま

す。 

松葉・・・卓話よろしく。 

三木・・・曽我部先生お帰りなさい。お待ちして

いました。 

中村(不)・あたたかくなってきました！ 

大蔭・・・尼崎学園里山事業、皆さん宜しくお願

い致します。 

6月 16日台北百齢RC記念例会に行き

ましょう。 

大本・・・次年度のための地区協議会御出席の皆

様、御苦労様でした。 

田中・・・お久しぶりです。 

山本(依)・里山事業(新世代の皆様)宜しくお願い

致します。 

・来週 5月 2日の例会はお休みです。 

・台北百齢ロータリークラブ P.P.Hiro様より会長

に御礼状が届いています。桜の季節の日本庭園

の美しさ、心のこもった晩餐会等の御礼が書か

れていました。 

・本日 5 月度理事会議事録を配布していますので

必ず目を通してください。ご質問等ございまし

たら幹事までお願いいたします。 

・大阪フレンドロータリークラブ 15 周年講演会

の案内をテーブルの上に配っています。参加希

望の方は各自申し込んでください。 

・本日、次年度クラブ協議会の案内をポスティン

グしてます。5月 23日(金)例会後開催です。出

欠の返答と次年度計画案の提出期限は 5 月 12

日です。ご担当者の皆様、期限までに事務局へ

の送付お願い致します。 

｢｢｢｢消費者問題とは消費者問題とは消費者問題とは消費者問題とは｣｣｣｣    

松葉松葉松葉松葉    知幸知幸知幸知幸    

１．消費者問題は、産業が高度化した社会におけ

る社会問題です。産業が高度化すると、物品であ

れサービス商品であれ、商品についての情報は事

業者に偏在しています。消費者はほとんど情報を

持たないし、また、その情報を理解したり、問題

がある場合に事業者と対等に交渉することすら困

難となります。 

たとえば、ある大量生産された商品に欠陥があ

る場合、個々の消費者がその欠陥を把握し、主張

し、商品代金を回収することは困難です。何が欠

陥かを把握することすら難しいのに加えて、コス

トの壁もあります。消費者にとって 1 万円の商品

の代金を回収する場合、1 万円以上のコストをか

けることは難しいでしょう。 

一方事業者は、その商品についての情報を持っ

ており、問題点を理解する能力もあります。さら

に、その商品が 1 万個売れたとすると、その金額

幹事幹事幹事幹事    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

平成 26年 4 月 30 日(水)18:30～20：30 からホ

テルグランビア大阪 20 階クリスタルルームにて

2660 地区 IM6 組会長・幹事交流会が開催されま

した。進行は大阪淀川ロータリークラブ小田晃三

幹事でした。 

今回山田ガバナー補佐と 12－13年度 IM6組ガ

バナー補佐平田達男氏が参加され和気あいあいと

話に花が咲きました。 

前年度米山奨学生 孫屹君のアトラクション二胡

を聞かせていただき、最後は｢手に手つないで｣を

歌いながら終りました。次回 5 月 21 日は新旧合

同睦輪会です。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33333333,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,777742424242,490 ,490 ,490 ,490 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱報告報告報告報告    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    次年度幹事次年度幹事次年度幹事次年度幹事報報報報告告告告    ――――    

――――    先先先先々々々々週の卓話週の卓話週の卓話週の卓話    ――――    

――――    IMIMIMIM 第第第第 6666 組会長・幹事交流会報告組会長・幹事交流会報告組会長・幹事交流会報告組会長・幹事交流会報告    ――――    



は 1 億円となり、個別の消費者に比べ、相当のコ

ストをかけてでも、欠陥の存在などを争う意味が

あることになります。産業化が高度となった社会

において、消費者問題が、社会問題、つまり社会

全体で対応を検討すべき課題となったのです。 

２．消費者という概念は、個人（自然人）、不特定

多数という特徴を持ち、事業者という概念と対に

なっています。すべての人は消費者です。個人（自

然人）は、消費者問題に遭遇する可能性を常に持

っており、多くの場合企業である事業者を構成す

る人も、自らの事業以外の面では、常に消費者と

いう立場に立ちます。 

不特定多数という意味は、現代社会では、大量

生産大量販売が普通であり、消費者被害が発生し

た場合、被害者数はきわめて多数になります。し

かし、消費者は組織された存在ではなく、欠陥商

品で被害が発生しても、通常、被害者相互の連携

はありません。 

３．このように社会問題となった消費者問題につ

いて、その対策がとられるようになったのは、比

較的最近です。 

例 景品表示法(1963年)、消費者保護基本法(1968

年 理念的な法律)、訪問販売法(1976年)、製

造物責任法(1994 年)、消費者契約法(2000

年)･･･大きな流れとして欠陥商品被害から取

引型被害への拡大がある。 

法律の面での消費者保護法制度は、次のような

発想の転換がありました。民法のよってたつ基本

的な考え方は、私的自治、つまり様々な契約は、

対等の、自由意思を持った者同士の合意であり、

そこでは同等の能力、情報を持つ人同士の関係を

予定しています。しかし、消費者と事業者との関

係で、能力、情報の格差の存在が常態となった社

会では、私的自治の原則をそのまま適用すること

は出来ません。事業者側に安全配慮や、情報開示

や説明責任を負わせるなどの対応とともに、立証

責任を転換したり、あるいは、個人で不特定多数

の被害救済のための制度が必要になります。そこ

では、買い手注意から売り手注意への責任ルール

の転換があるのです。 

青少年青少年青少年青少年奉仕奉仕奉仕奉仕委員長委員長委員長委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2014年 4月 27日(日)午前 10時～午後 3時 

場所：加古川市平荘町磐 里山 

参加者：尼崎学園園児 12名・職員 2名 

ロータリアン 10名 

当日は、天候に恵まれ晴天の中、マイクロバス

に乗って一路｢里山(多田会員宅)｣へ向かいまし

た。GW のはじめと言う事もあり渋滞を少し心配

しましたが、渋滞もなく順調に進み、学園から里

山まで約 1時間で到着しました。参加会員の皆様

には現地集合と言う事で集まって頂きいろいろと

準備をして頂きました。 

到着すると子供たちは以前にも参加したことが

ある子供たちばかりなので案内することもなく里

山へ駈け出して行きました。切り開かれた里山の

釜戸には薪がくべられて、いつでも食事の準備が

できる状態でした。 

子供たちには、燃料になる木々を集めるお願い

をして、早速 BBQ とカレーライス作りにかかり

ました。料理に興味のある子供や、火を管理する

のに興味のある子供、里山を探検するする子供、

それぞれにお昼ご飯までの時間を有意義に過ごし

ました。 

それぞれにメンバーと子供たちが協力しながら

共同作業を行いお待ちかねのお昼ご飯です。美味

しいご飯が 5 升も炊き上がり、おにぎりを作って

くれる子供たちも合流し、お腹が減っていたので

一気に食事が進みました。鹿肉や猪肉もとっても

美味しくカレーもまずまずの出来でみんなお腹い

っぱいになりました。 

5555 月月月月 9999 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

食事の後は、片づけをしながら子供たちは大人の

指導の下で竹細工や弓矢作りや竹の器など作った

りして真剣に遊びました。時間が経つのは早く、間

もなく帰る時間を迎えました。｢ありがとうござい

ました。｣とお礼の言葉を貰って岐路につきました。 

 

 

――――    尼崎学園里山事業尼崎学園里山事業尼崎学園里山事業尼崎学園里山事業報告報告報告報告    ――――    

 



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 2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 25 日の出席率 73.53％>  
Make up を含む 4/4 の出席率 92.59％ 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・5555 月月月月 12121212 日日日日((((月月月月))))        11118888：：：：33330000～～～～20202020：：：：30303030        MUMUMUMU 事業事業事業事業    

第 3回会員研修事業 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・5555 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・・・・6666 月月月月 4444 日日日日((((水水水水))))        8888：：：：33330000～～～～    

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) 

・・・・6666 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・6666 月月月月 16161616 日日日日((((月月月月))))            

台北百齢 RC創立 27周年記念例会 

   (台北) 

・・・・6666 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))            

7月度定例理事会(次年度理事・役員) 

   (場所未定) 

・・・・6666 月月月月 27272727 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

マイクロバスの中では、みんな疲れたのか先生

を含め爆睡でした。到着後、お菓子の贈呈を行っ

て事業を終わりました。ご参加いただきましたメ

ンバーの方々本当にありがとうございました。 

今、尼崎学園は新しい宿舎になり一人一人に部

屋が与えられ個人のプライバシーが守られ良くな

った面はとても大きいですが、尼崎市の予算の結

果、予定では 3階建てのものが 2階建てになり、

取り壊した旧宿舎の場所に運動場や遊具を設置す

る予定でしたが取り壊した後の残骸や残土を、運

動場にする予定場所に積上げられたままの状態で

す。何か協力が出来ないかと思う一日でもありま

した。 

｢市内全｢市内全｢市内全｢市内全 21212121小学校にハーブ園を寄贈｣小学校にハーブ園を寄贈｣小学校にハーブ園を寄贈｣小学校にハーブ園を寄贈｣    

飯塚ロータリークラブ飯塚ロータリークラブ飯塚ロータリークラブ飯塚ロータリークラブ((((第第第第2700270027002700地区地区地区地区    福岡県福岡県福岡県福岡県))))    

｢エコ｣をテーマに、飯塚市内全 21 の小学校に

ハーブ園(花壇)を寄贈。会員が自宅での食べ物の

残りかすを元に作った堆肥をそのハーブ園に利用

する計画を立て、8月末から約 2か月間、会員宅(一

部小学校)で手間暇をかけて堆肥を作った。10 月

21日～11月 21日、会員一同が分担してハーブ園

の設置と植栽を実施し、植栽は児童も手伝った。

後の管理は児童に依頼。情操教育の一環として、

また育ったハーブを給食やハーブティーなどに利

用することで食育の一助となることをクラブでは

期待している。 

 

 

 

 

5555 月月月月 16161616 日の日の日の日の例会場例会場例会場例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪4444階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 4444 月号より月号より月号より月号より    ――――    

河野 裕一（23日）関  謙二（25日） 

曽我部律夫（15日）三木 元昭（11日） 

山本依津子（23日）田中  健（26日） 

多田 秀觀（16 日）河野 裕一（14 日） 

大本 達也（24 日）河野 裕一（14 日） 

西尾 昌也  西尾土地㈱       （1961） 

中田 圭子  中田圭子社会保険労務士事務所（2004） 

・ホームクラブ 12ヶ月皆出席表彰 

大蔭 政勝 


