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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、本日は台北百齢 RC 幹事ヨ

シコさんをお迎えしております。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。また先ほど大手前担当 PPのM.Eさんからも

お電話をいただき私達 20 名の来訪を大歓迎して

いますとご挨拶がありました。 

今週水曜日には、ＩＭ6 組の新旧合同睦輪会が

ありました。山田ガバナー補佐はじめ立野次年度

ガバナーエレクト他 40 名で行われましたが、緊

張感のある次年度組と本年度組との間には大きな

違いを感じ、私もつい一年前のことを遠い昔に感

じ、懐かしく思いました。 

また先日は、我クラブの｢女子会｣が行われ、な

んと 9名もの奥様方で話に花が咲き、妻もニコニ

コ 10 時頃に戻ってまいりました。河野婦人をは

じめ、色々ときめ細かなお世話いただきありがと

うございました。これからもよろしくお願いいた

します。 
 
 
 
 
 
 
 
広重とルーバー  竹ルーバー    梼原 木橋ミュージアム 

さて本日は、現代の建築・その 12 ≪隈研吾≫

さんです。大阪では朝日放送本社、昨年は歌舞伎

座を完成させ、今世界的に活躍されています。竹、

木、石など自然素材を生かし格子を多用し透明性

とか、水平性のデザインが特徴です。コンクリー

トと鉄の多様で 20 世紀建築が見失ったものを、

現代に復活させようとしています。 

つまり日本建築のデザインや、各土地の文化や

伝統技術を背景に、空間をルネサンス・クリエイ

トしています。また室内演出や家具・食器などの

デザイン、ホテルやマンションの監修も手がけ、

中国、北京郊外の Great (Bamboo) Wallは北京オ

リンピックの CM にも使われました。2009 年フ

ランス芸術文化勲章し、プリツカー賞に輝く日も

近いと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ティファニー銀座  サントリー美術館外観   歌舞伎座 2013 

･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    ヘンリーマンシーニヘンリーマンシーニヘンリーマンシーニヘンリーマンシーニ「「「「ムーンリバームーンリバームーンリバームーンリバー」」」」    

･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    

｢｢｢｢年金のキソのキ年金のキソのキ年金のキソのキ年金のキソのキ｣｣｣｣    

中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子会員会員会員会員    

･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」」」」 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2014 年 5 月 30 日 第 1496 回例会 

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

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ロロロロンンンン    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((((6666 月月月月 6666 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

6666 月月月月 6666 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22222222階｢階｢階｢階｢ペガサスペガサスペガサスペガサスの間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

                                                                                                        KEEP THE SPIKEEP THE SPIKEEP THE SPIKEEP THE SPIRITSRITSRITSRITS    CREATECREATECREATECREATE    ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !    本年度 クラブのテーマ 



台北百齢 RC YOSHIKO氏 

  ・・・皆様こんにちは。百齢クラブ会員、皆

様楽しみに待ってます。 

朝槻・・・大蔭会長、頼り切っていた奥様をどう

か大切に！ 

福井・・・天気いま一つ。芳子さんようこそ！ 

金髙・・・次年度第 1 回クラブ協議会よろしくお

願いします。ヨシコさん、いらっしゃ

い。中林さん、勉強させてもらいます。 

木村・・・芳子さん、おいでやす。 

河野・・・中林組長、卓話楽しみにしています！ 

中林・・・本日、卓話です。宜しくお願いします。 

中村(不)・中林さん、卓話楽しみにしています。 

岡田・・・連続欠席のお詫び。 

岡本・・・金髙会長エレクト、大本次年度幹事、

クラブ協議会よろしくお願いいたしま

す。よしこさん、ようこそ！ 

大蔭・・・親睦家族会、皆様御家族で参加お願い

致します。 

大本・・・本日のクラブ協議会、みなさまよろしく

お願い致します。中林さん、卓話よろし

くお願いします。芳子さんようこそ！ 

佐々木・・一人さみしくシドニーに国際大会に参

加して参ります。 

――――    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  1名   出席規定適用免除   7名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 

<5 月 23 日の出席率 83.87％> 

Make up を含む 4/25 の出席率 92.59％ 

・6月 13日に開催される新旧クラブ協議会の資料

を、関係者の方に配布しておりますので 6 月 3

日までに提出お願い致します。 

・6 月度理事会で決まりました、定款細則の変更

を郵送致しますので、内容ご確認頂き、6月 13

日臨時総会にお持ち頂きご意見よろしくお願い

致します。 

・6月 23日に北海道で開催されます、日本ロータ

リー親睦ゴルフ大会の案内が届いておりますの

で、ご興味のある方は事務局にお問い合わせ下

さい。 

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    

日時：2014年 5月 24日(土)14：00～17：00 

場所：YMCA大阪校 

 昨年度より開催されている青少年部門のワーク

ショップが開催されました。 

岡部青少年部門担当パストガバナーより、危機

管理に関しての講演の後、青少年部門各委員会よ

り、活動についての報告がありました。 

当委員会は一昨年アメリカへ留学していた学生

と、本年度アメリカより来日している学生に 1年

間の留学生活について発表してもらいました。 

他委員会もロータリアンではなく学生たちが立

派な報告をしてくれ大変有意義な一日となりまし

た。 

詳細は、参加されていた竹森新世代奉仕委員長よ

り報告があると思います。 

・次年度ロスター作成の締め切り期限が過ぎまし

たが未だ返事の無い方が数名おられます。早急

にご返答お願いします 

・本日例会後次年度クラブ協議会を開催します。 

・週報に掲載のノミニー理事会議事録中の入会内

定者に関する記述につきましては、入会に際し

ての正式な手続きは未だ終えておりませんので

訂正させて頂きます。 

・・・・親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    

委員長委員長委員長委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平 

6 月 7 日(土)18:00 から｢天王殿(天王寺区)｣にて

親睦家族食事会を開催いたします。美しい庭のあ

る格式高い料亭で美味しい料理を頂きながら親睦

を深めたいと思います。ご家族のご出席も大歓迎

ですので、期日までに出欠回答をお願いいたしま

す。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

 

 

＜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    ――――    

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    

――――    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    ――――    

日 時：2014年 5月 23日(金) 

審議議案： 

1．親睦活動委員会より別紙の通り親睦家族食事会

の会費、場所を承認。 

2．親睦活動委員会より別紙の通り最終例会の収支

案を承認。 



新世代奉新世代奉新世代奉新世代奉仕委員長仕委員長仕委員長仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2014年 5月 24日 14時～17時 

会場：大阪 YMCA会館 2Fホール 

青少年奉仕部門 正副委員長会議・ワークショッ

プに出席してまいりました。今年度の事業報告や

次年度に向けての方針、それと危機管理について

各担当委員長よりお話を頂戴いたしました。 

福家ガバナー様より、青少年奉仕部門の大切さ

｢｢｢｢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    

以前、メンバーが所有される土地(個人・法人共)

の境界はハッキリとしていますか？｢ブロック塀

等があるからそこが境界だろう…。｣とか｢ハッキ

リしてないけど必要な時に法務局に行って調べた

ら直ぐ解るだろう…。｣と安易に考えていません

か？と問いかけ、境界をお隣りと確認するのは、

売却や分筆する事が決まってからでは遅く、普段

に話し合いや調査・測量をしておくべきです

よ！！と卓話でお話をさせて頂きました。 

今回はその続きで｢えーウソー！｣｢まさかそん

な事が？！｣と思われる様なお話をします。怖―い

お話です。 

まずお金に関わるお話です。境界を確定させる

為には、境界確認書(筆界確認書)に印鑑の押し合

いをします(認印でも良いが、実印の方がベター)。

その折『判つき料』を要求される事があります。

通常 3万円から 5万円が多い様ですが、私が過去

に経験した最高額は 9 千万円！を要求された企業

がありました。結局その企業は要求を飲まず、非

常に安い価格で当該物件を売却せざるをえません

でした。億の損失を出した管理責任者は会社でど

んな査定を受けるのでしょう？怖い怖い！ 

お金の事ならまだマシな事案もあります。現地

で話がくい違い、口論からケンカになり片方がケ

ガをして、もう片方が傷害で逮捕される。などと

言う話はそう珍しい事ではありません。普段、傷

害事件の加害者や被害者に到底なりそうにない普

通の方々が当事者になってしまいます。数は多く

はありませんが、殺人事件に発展するケースも過

去にはありました。土地の境界の事で殺されたり

殺人者になってしまったり…。怖い怖い！ 

まだまだ怖い話は沢山あります。不動産を保有

するという事は、そこから発生するメリットを享

受する権利を得るかわりに管理し、状態を知って

おく義務もある。とお考え下さい。    

を伺い、岡部パストガバナーからは地区青少年部

門担当顧問として｢ロータリーにおける青少年奉

仕・危機管理について｣基調講演を行って頂きまし

た。事故・怪我・災害だけではなくセクハラ・パ

ワハラといった大きな問題に注意喚起を促されて

おられました。 

そして、各委員会から事業報告を受けました。

青少年活動・青少年交換・インターアクト・ロー

ターアクト・チームライラ、それぞれに任された

活動を精一杯行っている報告を伺いました。 

インターアクトからは清風高校 OB の内田さん

から各学校の奉仕内容と提唱クラブが 1 校増え 7

校になった事を伺い、高校生たちが奉仕活動を通

じてロータリー活動を広めて頂きたいと感じまし

た。 

ローターアクトからは、地区会長・幹事・次年

度地区会長が事業報告と資格が 18～30 歳までで

あるため、30歳になったら自動的に退会になる、

結果ローターアクトの維持は常に新入会員が必要

という事、そしてローターアクトサポートシステ

ムという未提唱クラブが人員不足などで手が足り

ないなどどの RC であっても、一緒に奉仕事業を

手助けして頂ける仕組みを作り活用してもらいた

い、自分たちの成長にもつなげたいとおっしゃっ

ておられました。 

青少年活動からは、チームライラの方と共に、

年 2回の｢RYLA｣の事業報告・秋の RYLAの紹介、

｢少年少女ニコニコキャンプ｣の事業報告と間近に

迫った 2014-15年度ニコキャンの紹介がありまし

た。 

青少年交換からは、現在 ROTEXに所属の村井

さんから 2012-13年度にミルウォーキーでの交換

留学生経験を報告頂き 3つの｢R｣を学んだと(リス

ペクト・リペイメント・リレー)これからもこの経

験を大切にし実行していきたいとお話を頂き、現

在留学中のアメリカ ミズリー州から来日のエミ

リーさんから、日本の感想を聞きました。 

最後に、泉ガバナーエレクトより講評を頂戴い

たしました。青少年奉仕部門は 5 代奉仕の一つで

あり、大切な事業だと改めて思いました。 

 

 

――――    正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長会議・会議・会議・会議・ワークショップワークショップワークショップワークショップ報告報告報告報告    ――――    

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



――――    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    ――――    

・・・・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 7777 日日日日((((土土土土))))        11118888：：：：00000000～～～～    

親睦家族食事会 

   (料亭 天王殿) 

・・・・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｣) 

｢ごみゼロで事故ゼロ！｣｢ごみゼロで事故ゼロ！｣｢ごみゼロで事故ゼロ！｣｢ごみゼロで事故ゼロ！｣    

蓮田蓮田蓮田蓮田ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    深田深田深田深田    博明氏博明氏博明氏博明氏    

((((第第第第 2770277027702770 地区地区地区地区    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県))))    

 当クラブでは JR 蓮田駅周辺の清掃活動を毎年

1月に実施しています。今回は 1月 26日に行い、

昨年 5 月の死亡事故を最後に続いている｢市内死

亡事故ゼロ記録｣の更新に願いを込め、蓮田市内の

児童・生徒、保護者らのほか、中野和信蓮田市長

をはじめ岩槻警察署交通課、市内のボーイスカウ

ト、サッカークラブ、インターアクトクラブおよ

び市コミュニティーづくり推進協議会などから総

勢 200人が参加しました。 

 参加者は 5 班に分かれて、駅の東口・西口から

見沼代用水まで、そして見沼代用水沿いに勤労青

少年ホームまで、歩道や用水沿いに落ちているた

ばこの吸い殻やごみを拾い、約 1 時間かけて清掃

しました。 

 参加者はごみが予想以上に多かったのに驚いた

様子。ある保護者は｢大人がごみを捨てないように

しないとダメですね｣と言っていました。終了後、

準備した餅つきを参加者と行い、共に汗を流しま

した。 

｢魅力あるロータリーに｣｢魅力あるロータリーに｣｢魅力あるロータリーに｣｢魅力あるロータリーに｣    

甘木ロータリーク甘木ロータリーク甘木ロータリーク甘木ロータリークラブラブラブラブ    富田富田富田富田    英壽氏英壽氏英壽氏英壽氏    

((((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    耳鼻咽喉科医耳鼻咽喉科医耳鼻咽喉科医耳鼻咽喉科医))))    

昨今の国際ロータリーは慈善事業の基金を多く

集めたいのか、ロータリーの基本を外れた会員増

強に力を入れているように感じます。そのためロ

ータリーの魅力が失われて、入会者が減少し、退

会者が増えているものと考えます。 

 ｢魅力あるロータリー｣とは、人を引きつけ、興

味を持たせ、喜びを与え、刺激を与えるロータリ

ーだと思います。ロータリーの魅力とは、｢ロータ

リーに入会したい｣｢ロータリーに入会してもらい

たい｣と感じるものでしょう。 

 ロータリーの第一の魅力は、根本である

Fellowship(親睦・友愛)にあると思います。です

から例会は大切にしたいものです。親睦には感性

的親睦と精神的親睦があります。ゴルフや飲み会

などは感性的親睦で、これはこれで意義があると

思いますが、ロータリーで大事なのは精神的親睦

です。ロータリーの例会や活動に参加することで、

地域の良識ある職業人と知り合い、親しくなり、

そこから自分を成長させて、立派な職業人となっ

ていくことです。職業倫理が高まり、その職業で

人のため、社会のために役立つことを学び、地域

の良き指導者として育っていくのです。それが職

業奉仕であり、ロータリーの第二の魅力でありま

しょう。 

 このような良識ある職業人の集まりは、ロータ

リーのほかには見当たらないのです。精神的親睦、

これこそがロータリーの最大で、第一の魅力だと

思います。ですから私たちは、ロータリーの基本

である*決議 23－34の精神を大事にしていきたい

ものであります。 

 ロータリーに最終目的は、世界平和です。戦争

のない世界をつくることです。それは世界の良識

ある職業人が一人でも多く親しい友人になり、ネ

ットワークをつくり、国際親善によって戦争をな

くそうと願っているものです。その根本がロータ

リーの Fellowshipだと考えます。 

*決議 23－34 ｢社会奉仕に関する 1923年の声明

(1923 Statement on Community Service)｣のこ

とです。1923年のアメリカ・セントルイス国際大

会で採択され、以後の国際大会で改正されていま

す。当決議の全文については、『2013年手続要覧』

の 65～67ページをご覧ください。 
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5555 月月月月 30303030 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
スープペイザンスープペイザンスープペイザンスープペイザン    

仔牛のアンクレート仔牛のアンクレート仔牛のアンクレート仔牛のアンクレート    

お野菜を添えてピスタチオの香りをお野菜を添えてピスタチオの香りをお野菜を添えてピスタチオの香りをお野菜を添えてピスタチオの香りを    
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