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先週先週先週先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、本日はお二人の入会見込み

の方をお迎えしております。お一人は長谷幹事の

フィットネスでお友達、射手矢文子さん、そして

私が大阪防衛協会で知り合いになった田中宏幸さ

んです。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、そして素敵なロー

タリアンになってください。 

今週月曜日には、第 3 回研修委員会が行われま

した。テーマ｢尊敬される人の集まり｣の表現につ

いて、お食事しながら今回もまた、中身のある議

論ができました。北村委員長の御蔭で一年間充実

した会員研修ができました。本当にありがとうご

ざいました。 

さて本日は、日本の建築その 21 権現造り≪日

光東照宮≫です。17 世紀の簡素な建築美で｢東洋

のパルテノン｣とも呼ばれる桂離宮と同時代の普

請ですがデザインは対照的に豪華絢爛です。時は

慶長年間明けで上方の宮大工たちが、作事方大棟

梁・甲良宗広一門の指揮の下で務め造営しました。

滋賀にあります日吉東照宮は 1623 年僧侶天海の

下、1634年の日光造営の試作で、一見の価値があ

ります。東照宮は、現在でも 130社あります。(久

能山、蓬莱山、紀州、滝山が有名) 

 

 

 

 

 

(日本一美しい門)陽明門     権現(石の間)造 八棟造 

入母屋造、銅瓦葺き、四面唐破風。上層が三手

先、腰組は四手先、柱上のみでなく、詰組とする。

礎盤形の礎石、貫の多用、台輪の使用、詰組、扇

垂木など、細部は禅宗様を基調とする。陰陽道に

影響を受け、陽明門と鳥居を中心に結んだ上空に

北辰(北極星)が来るように、真南には江戸城が造

られている。さらに、主要な建物を線で結ぶと北

斗(北斗七星)の配置と寸分違わぬよう設計されて

いる。 

 

 

 

 

 

上神庫(狩野探幽の像)                 唐門 

権現造：神明造⇒流造(神明造＋向拝)⇒八幡造(向

拝が向拝殿に発展)⇒権現造(本殿＋石の間＋拝殿) 

そして、八棟造：石の間造：権現造。となります。 

･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    

｢｢｢｢操体法操体法操体法操体法｣｣｣｣    

中村中村中村中村    不二不二不二不二会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    リチャードリチャードリチャードリチャード「「「「小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌小鳥の夕べの歌」」」」    

･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    

｢｢｢｢本当は怖い境界問題本当は怖い境界問題本当は怖い境界問題本当は怖い境界問題｣｣｣｣    

中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友会員会員会員会員    

･次年度クラブ協議会（･次年度クラブ協議会（･次年度クラブ協議会（･次年度クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ベームベームベームベーム「「「「芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり」」」」 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2014 年 5 月 23 日 第 1495 回例会 

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

国際ロー国際ロー国際ロー国際ロータリー会長タリー会長タリー会長タリー会長    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◎次週週週週((((5555 月月月月 30303030 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 



長谷・・・岡本会員、写真をありがとうございま

した。北村会員、研修お疲れさまでし

た。射手矢様、田中様、ようこそお越

し下さいました。三木様の卓話、楽し

みです。 

木村・・・何もありませんが。 

北村・・・会員研修、皆様多数ご参加ありがとう

ございました。 

松葉・・・特に何もないですが。 

三木・・・本日卓話です。よろしくお願いします。

研修会欠席しました。北村さんすみま

せん。 

中村(匡)・私事ですが、妻の体調このところ。ま

ずまずで、うれしいです。 

中田・・・前回みなさまよりお祝いして頂きまし

た、ありがとうございました。独立開

業して 10 年経ちました。たくさんの

方々に教えて頂き、ご支援いただき今

の私があります。今後ともどうぞどう

ぞ宜しくご指導おつき合い下さい。頑

張ります。 

大蔭・・・北村さん会員研修会ありがとうござい

ました。田中宏幸サン、楽しいロータ

リーライフをしましょう。 

大本・・・先週欠席のおわび。三木さん、卓話楽

しみです。 

瀬尾・・・早退おわび。 

曽我部・・田中宏幸さん、射手矢文子さんの御入

会を熱望しています。 

山本(依)・本日、三木先生卓話楽しみです！ 

・本日例会終了後、新旧合同理事会を開催いたし

ますのでよろしくお願いいたします。 

新世代奉仕委員長新世代奉仕委員長新世代奉仕委員長新世代奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

2014年 5月 4日~6日の日程で地区青少年奉仕

事業｢春の RYLA(初級)｣開校式に参加してまいり

ました。 

大東中央 RC 様がホストクラブとして阪奈ホテ

ルで行われました。参加者は 18～30 歳までの男

女約 40 名で緊張とワクワクといった面持ちで開

校式を受けておりました。来賓として、大東市長

の東坂氏に挨拶を頂き｢この有意義な事業を未来

に生かして欲しい｣とロータリー青少年指導者養

成プログラムに期待されておられました。 

受講生は、2 泊 3 日でリーダーになる資質を磨

き将来のロータリアンに相応しい人材になって頂

くために頑張ってもらいます。自ら指導力を開発

し、自己に対する自信を身に付けて、将来に向か

って進んで頂きたいと思いました。 

地区危機管理地区危機管理地区危機管理地区危機管理委員委員委員委員    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2014年 5月 14日(水)15：00～17：00 

場所：ガバナー事務所 

出席者：岡部パストガバナー、泉ガバナーエレク

ト、岩津地区研修委員、近藤 RIJYEC委

員、間石 RIJYEC委員、他委員 7名 

・国際ロータリー2660 地区危機管理委員会規定

(案)についての、内容確認及び修正を行いまと

まったので、次回諮問委員会にて審議いただく。 

・5 月 24 日(土)に開催される、青少年ワークショ

ップで内容について説明する。 

・諮問委員会で承認が得られれば、日本全国の他

地区にモデル案として発表する。 

・ローターアクト、インターアクトの保険につい

て今年度中に保険会社と打ち合わせをし、青少

年交換のような保険を作成する。 

・本日の新旧合同理事会後ノミニー理事会を開催

しますのでお残りくださるようお願いします。 

・ロスターの変更の提出期限来週 19 日です。期

限お守り頂きますようお願いします。 

・・・・次年度親睦活動委員会次年度親睦活動委員会次年度親睦活動委員会次年度親睦活動委員会    

次年度委員長次年度委員長次年度委員長次年度委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男 

次年度親睦活動委員会、顔合わせを兼ねて最初

の委員会を開きます。次年度計画書についての提

出書も提出します。皆さんのご出席をお願いしま

す。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥36,000 36,000 36,000 36,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,818818818818,490 ,490 ,490 ,490 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    ――――    春のライラ春のライラ春のライラ春のライラ報告報告報告報告    ――――    

5555 月月月月 23232323 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

海の幸のパエリア海の幸のパエリア海の幸のパエリア海の幸のパエリア((((国産米使用国産米使用国産米使用国産米使用))))    

サラダサラダサラダサラダ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    第第第第 6666 回地区危機管理委員会回地区危機管理委員会回地区危機管理委員会回地区危機管理委員会報告報告報告報告    ――――    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



｢｢｢｢君主論マキャベリ経営者に役立つか？君主論マキャベリ経営者に役立つか？君主論マキャベリ経営者に役立つか？君主論マキャベリ経営者に役立つか？｣｣｣｣    

三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

――――    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 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｢宝の間｣) 

・・・・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｣) 

ニッコロ・マキャベッリ 

1469.5.3～1527.6.21. 

フィレンツェ、メディチ家

(医薬、のちに銀行家)に仕え

る。 

チェーザレ・ボルジャとの

出会い 

君主論 内容 

① 国の分類とその征服・維持の手段 第 1～11章 

君主国の形態別に分析。自分の目で見て耳で

聞いた｢現実｣のもとに書かれている 

② 攻撃と防衛に関する軍事的側面 第 12~14章 

政治倫理を完全に切り離して考えた。従来は

｢人間とは清らかで美しいもの｣｢君主は何事

にも謙虚で、平静な心を保つこと、分け隔た

りのない領民への正義、慈愛こそ大切｣。多く

の人は｢君主は憐れみ深く、人に愛される人物

のほういい｣というが、マキャベッリは｢君主

は冷酷で民衆に恐れられる存在であるべき｣ 

③ 君主の資質 第 15~24章 

1. 鷹揚よりも吝嗇であれ  

2. 下手な温情はいらない、冷酷であれ 

3. 愛されるより、恐れられる存在になれ 

4. 君主が持つべき 5つの気質 

慈悲深いのと 信義に厚いこと 人情味

があること 裏表がないこと 敬虔であ

ること 

これらは現実に供えている必要はない、備

えているように見せること 

5. 人の恨みを買わないようにせよ、家臣の財

産や婦女子を略奪しない 

6. 人からの軽蔑を避けよ 

軽蔑されるのは、 気が変わりやすい、 

軽薄で臆病、 決断力がない 

反対に、勇猛心、重厚さ、剛直さなどが窺

えるように努力せよ 

 どんな部下をどう使うべきかどんな部下をどう使うべきかどんな部下をどう使うべきかどんな部下をどう使うべきか    

 いかなる部下が自分にとって有益であるかいかなる部下が自分にとって有益であるかいかなる部下が自分にとって有益であるかいかなる部下が自分にとって有益であるか    

 中立を守るものは必ず滅ぶ中立を守るものは必ず滅ぶ中立を守るものは必ず滅ぶ中立を守るものは必ず滅ぶ    

④ 君主の出現を待ち受ける運命論 第 25~26章 

参考文献｢マキャベリ君主論｣武田好 

NHK出版 

現在の評価現在の評価現在の評価現在の評価    

｢目的は手段を正当化する｣という悪名高いフレー

ズはマキャベリの言葉とよく誤解されているが、

そうではない。彼の方法論は権力を手に入れるこ

と自体を重視していない。彼は権力を国の安全や

安定を確保するためのツールと捉えていた。彼は

君主たちに、どうすれば臣民の幸福と満足のいく

生活を確保できるかを教えたかったのである。 

｢気前の良さほどそれを発揮する人自身を急速に

食い尽くしてしまうものはない。気前の良さを売

り物にしているうちに、その財力はいつしか失わ

れてしまう。貧乏になるか、人にさげすまれるか、

あるいは貧困から逃れようとして強欲になり、人

の恨みを買うのが落ちである｣    

 

 

5555 月月月月 30303030 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｣    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 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   7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 

<5 月 16 日の出席率 83.87％>  

Make up を含む 4/18 の出席率 81.48％ 

地区青少年交換委員長地区青少年交換委員長地区青少年交換委員長地区青少年交換委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

RI2660・2680地区合同青少年交換委員会 

広島方面研修旅行 

日時：2014年 5月 16日(金)～18日(日) 

 毎年恒例の広島方面研修旅行に今年も行って来

ました。今年は来日生 8名、ローテックス 5名、

ロータリアン 10名の総勢 23名です。来日生にと

っては、一泊研修旅行、東京研修旅行についで 3

度目で最後の旅行となりました。 

皆が集まるとテンションが上がるのか、バスに

乗るとすぐにカラオケが始まりましたが、自分達

だけが楽しむ歌ではなく、私達にも分かる古い歌

やポピュラーな歌ばかり歌ってくれたのに感心し

ました。 

1日目は、倉敷美観地区、宮島厳島神社を観光

し、これでもかと云うくらいたくさんの写真を楽

しそうに撮っていました。 

2 日目、広島平和記念公園を英語ガイド付で案

内してもらいました。いつもは、おおはしゃぎの

来日生もガイドさんの話を真剣に聞いていまし

た。その後の平和記念資料館での講話も誰一人私

語も無く聞き、終了後には講話者の方に色々な質

問をして講話者の方も感心しておられました。昼

食は広島風お好み焼きを自分で作り美味しそうに

食べた後、道後温泉に泊まりました。 

幹事幹事幹事幹事    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

IM6組第１回新旧合同会長・幹事睦輪会が平成

26 年 5 月 21 日(水)午後 6 時からホテル阪急イン

ターナショナル 4 階｢花風の間｣にて開催されまし

た。 

山田ガバナー補佐の開会の挨拶ではじまり

2013‐2014 年度各クラブ会長の自己紹介および

活動報告をしました。あと少しで今年度が終わる

ということでみなさまリラックスして報告されて

いました。 

西埜会長エレクトの乾杯で食事が始まりその後

2014‐2015 年度のクラブ会長の自己紹介および

活動報告はとても緊張されていました。戸田ガバ

ナー補佐の閉会の挨拶で終りました。 

睦輪会のおかげで他クラブの会長・幹事の横の

つながりが出来ていろいろな勉強をさせていただ

きました。ありがとうございました。 

3日目は、うどんを粉から自分で作る体験をし

大いに盛り上がった後、金刀比羅宮の 745段の階

段を軽快に駆け上がっていました。毎年の事です

が、自分も何とか上がりましたが、今も足がパン

パンです。 

最後に帰りのバスの中で一人ずつ今回の旅行に

ついて感想を述べてもらいましたが、皆が楽しか

っただけではなく、私達に感謝の言葉を言ってく

れたのには、うるうるときました。 

 青少年ワークショップ、スピーチコンテスト、

歓送会と行事はまだ続きますが、帰国まであと一

月ちょっと、事故の無いよう頑張りたいと思いま

す。 
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