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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、本日は大阪東 RC から寺本

嵩様、そして天満橋ローターアクト会長の中西善

彦様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。 

中西様からは後ほど皆様にご案内があるそうで

す。さて『花は咲く』の曲の流れる例会もあと少

しとなりました。昨年、台北百齢 RC の記念例会

に訪問した際、P.P.HIRO さんのリクエストもあ

り、この 6 月の台北百齢 RC 創立 27 周年記念例

会で合唱することになっております。昨年、台北

より帰国後 CDを買って、皆様と毎回例会前から、

この曲を『今年度のテーマミュージック』の様に

流し、練習をしておりますが当日はよろしくお願

いいたします。長谷幹事はウイーンで表彰式に行

かれるので残念ながら参加できないそうです(中

略)。また来週は、妻・環が、私の代打でゴルフ会

に参加させていただきますので宜しくお願いいた

します。 

さて日本の建築・その 35は≪村野藤吾≫です。 

大阪を拠点に活動を行い、建築界では『西の村

野と東の丹下』と言われておりました。佐賀県唐

津市で生まれで、早稲田大学建築学科を 27 歳で

卒業し 1918 年、先日ご紹介いたしました渡辺節

の下、日本興業銀行本店、ダイビル本館、綿業会

館等の設計に携わりました。 

 

 

 

 

新歌舞伎座 1958  佳水園 1960 京都・都ホテル 村野藤吾 

1929年村野建築事務所開設。代表作の一つ、日

生劇場は古典主義的な外観やアコヤ貝を使った幻

想的な内部空間などモダニズム建築の立場から批

判も受けました。1968 年からは迎賓館本館(旧赤

坂離宮)の改修もし、戦後の数寄屋建築の傑作とし

て知られる佳水園なども設計しました。90歳を超

えても創作意欲は落ちず、死の前日まで仕事をし

ていた。2005年に宇部市渡辺翁記念会館(1937年

築)が村野の作品として初めて国の重要文化財に

指定された。翌 2006年、世界平和記念聖堂(1953

年築)が、丹下健三の広島平和記念資料館(1955年

築)とともに、戦後建築としては初めて重要文化財

に指定されました。私も大好きな建築家の一人で

す。 
 
 
 
 

日生劇場 1963     箱根プリンスホテル 1976 

･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    
｢｢｢｢舞台人の所作舞台人の所作舞台人の所作舞台人の所作｣｣｣｣    

    吉本興業所属吉本興業所属吉本興業所属吉本興業所属    女優･タレント･歌手女優･タレント･歌手女優･タレント･歌手女優･タレント･歌手    めぐまりこ氏めぐまりこ氏めぐまりこ氏めぐまりこ氏    
((((西尾西尾西尾西尾    昌也会員紹介昌也会員紹介昌也会員紹介昌也会員紹介))))    

･臨時総会･臨時総会･臨時総会･臨時総会    
･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（･新旧合同クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ルイスデビッドルイスデビッドルイスデビッドルイスデビッド「「「「オールウェイズオールウェイズオールウェイズオールウェイズ」」」」    

･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    圭子会員圭子会員圭子会員圭子会員    

･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 6 月 6 日 第 1497 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

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

国際ロータ国際ロータ国際ロータ国際ロータリー会長リー会長リー会長リー会長    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    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((6666 月月月月 13131313 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・・・先週欠席のおわび。本日の中村不二会

員の卓話｢操体法｣楽しみです。 

小林・・・中村不二先生の卓話、楽しみにしてい

ます。 

河野・・・犬伏さん、先日はお世話になり有難う

ございました。すごく楽しかったで

す！不二先生、卓話楽しみにしていま

す。 

三木・・・犬伏さん、どうもありがとうございま

した。 

中村(不)・本日、卓話です。よろしくお願い致し

ます。 

中野・・・来週欠席のお詫び。 

大蔭・・・天満橋ローターアクト会長中西様、よ

うこそおいで下さいました。環がゴル

フ会に参加致します。宜しくお願い致

します。 

大本・・・不二先生、卓話よろしくお願いします。

天満橋ローターアクト中西様ようこ

そ。 

曽我部・・このところ例会をよく休みますが、元

気でおります。 

田中(健)・お久しぶりです。 

大阪天満橋ローターアクトクラブ大阪天満橋ローターアクトクラブ大阪天満橋ローターアクトクラブ大阪天満橋ローターアクトクラブ    

会長会長会長会長    中西中西中西中西    善彦善彦善彦善彦氏氏氏氏    

先日は連絡が行き届いておらず突然の訪問にて

貴重な時間をいただきまして誠にありがとうござ

いました。 

不十分な案内であったため、皆様方に伝わって

いるかが心配でしたので再度の連絡をさせていた

だければと存じます。 

我々天満橋ローターアクトクラブでは、6月 4

日(水)、18日(水)と最終例会を実施します。次年

度が 35周年にあたる年度であり、益々の活動の

強化を考えております。現在 25名の会員が在籍

しておりますが、18歳～30歳までの年齢制限が

あります。 

大阪大手前ロータリークラブの会員様におかれ

ましてはご子息の方や、社員の方に別紙のチラシ

をお渡ししていただき、一度見学にでもお越しい

ただければと存じます。 

地区として現在 230名ほどいますので同年代の

つながりが広がるかと存じます。会費は月 2,500

円の年 30,000円となっております。 

是非会員様へのご周知をお願いできれば幸いで

ございます。 

操体法の原理は、呼吸法や食生活、心の持ち方、

環境との関わり方にまで広げていくことができま

す。自分も他人も、みんなが生命力を充分に発揮

できるようになることを目指します。 

生命力とは、生き物の持つ元気さのことです。

心身のしくみにそぐわないことをしたり、無理を

したりすると、心身のバランスが崩れます。バラ

ンスが崩れると、心身に歪みが生じます。歪みは

生命力を衰えさせます。歪みが大きくなればなる

ほど、生命力の衰えは進み、治療を施しても回復

しなくなることがあります。 

操体法では、いろいろな症状を、一部分だけの

病気とはとらえません。全身とまわりの環境に起

こっていた問題が心身の一部に出てきたものと考

えます。    

・来月 6月の例会からクールビズになります。 

・新旧合同クラブ協議会の出欠および資料提出締

め切りは 6月 3日です。よろしくお願いします。 

・新クラブ定款細則改定案資料をお送りしていま

す。13日例会終了後、臨時総会を開催しますの

で当日ご持参いただきますよう、よろしくお願

い致します。 

｢｢｢｢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    

操体法は、あなた自身の感覚を手がかりに心身

のバランスを調整する健康法です。操体法では、

自分自身で、体の歪みと、歪みがなくなる動き方

を探します。無理のない合理的な体の動かし方を

学び、練習します。練習を通して感覚や判断力を

磨き、体のしくみや使い方を理解します。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33330000,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,888888888888,490 ,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    ――――    

6666 月月月月 13131313 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｢階｢階｢階｢芙蓉芙蓉芙蓉芙蓉の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    ローターローターローターローターアクト紹介アクト紹介アクト紹介アクト紹介    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    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 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 

<5 月 30 日の出席率 75.00％>  

Make up を含む 5/9 の出席率 81.48％ 

――――    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    ――――    

岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

6月 4日(水)、鳴尾ゴルフ倶楽部にて今年度最後

の大手前 RC ゴルフ同好会のコンペが開催されま

した。男性 8 名、女性 4 名の 12 名の腕自慢が集

い、名門コースでのプレイを満喫しました。 

当日は心配していた雨にもあわず、皆さん、日

頃の腕を大いに発揮され優勝は佐々木会員の奥様

の智子さん、準優勝が 87のベスグロで河野会員、

3 位は鳴尾ゴルフ倶楽部メンバーの田中健さんが

それぞれ入賞されました。 

ちなみに BB 賞は松浦会員で次年度の同好会幹

事は佐々木会員と松浦会員にお願いする事が決ま

りました。金髙会長年度も大いに盛り上がるコン

ペに出来ればと思いますので、皆様のご参加をお

待ちしております。 

――――    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    ――――    

6666 月月月月 6666 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 

・・・・6666 月月月月 7777 日日日日((((土土土土))))        11118888：：：：33330000～～～～    

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))))        18181818：：：：30303030～～～～    

7月度定例理事会(次年度理事・役員) 

   (帝国ホテル 23階ジャスミンガーデン) 

・・・・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｣) 

・・・・7777 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・8888 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) ――――    皆出席皆出席皆出席皆出席おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    ――――    

◆◆◆◆ローテックスローテックスローテックスローテックス((((ROTEXROTEXROTEXROTEX))))    

ロータリー青少年交換プログラムにより、海外で

勉強した経験のある人たちのグループの呼び名。

非公式ながら、ロータリー世界の多くの地区で使

われています。 

◆◆◆◆ イ ン タ ー シ テ ィ ー ミ ー テ ィ ン グイ ン タ ー シ テ ィ ー ミ ー テ ィ ン グイ ン タ ー シ テ ィ ー ミ ー テ ィ ン グイ ン タ ー シ テ ィ ー ミ ー テ ィ ン グ

((((Intercity MeetingIntercity MeetingIntercity MeetingIntercity Meeting))))    

都市連合会のこと。かつて ICGF(Intercity and 

Club General Forum 、 Intercity  General 

Forum)とも言われてました。日本では地区のグル

ープ(分区)単位で開かれることが多く、ロータリ

ー情報を学び、親睦も図ります。 

◆◆◆◆インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブ((((Interact ClubInteract ClubInteract ClubInteract Club))))    

学校や地域社会での課題に取り組むために結束す

る 12～18 歳の青少年のため、ロータリークラブ

が提唱するクラブです。 

詳細は『2013 年手続要覧』71 ページをご覧くだ

さい。 

 ――――    第第第第 4444 回ゴルフコンペ報告回ゴルフコンペ報告回ゴルフコンペ報告回ゴルフコンペ報告    ――――    

大蔭 政勝（21日） 

中村 匡克（23 日） 

中野 裕司  ㈱フェニックス      （1976） 

山本依津子  ㈱関西建設         （1976） 

大蔭 政勝  ｱﾙﾌｧｰ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所  （1981） 

 

ホームクラブ 6 ヶ月皆出席表彰 

松浦 貞男 

ホームクラブ 12 ヶ月皆出席表彰 

中村 不二 

――――    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 6666 月号より月号より月号より月号より    ――――    



｢ロコモとロータリー｣｢ロコモとロータリー｣｢ロコモとロータリー｣｢ロコモとロータリー｣    

平塚北平塚北平塚北平塚北 RCRCRCRC    山梨山梨山梨山梨    煕一郎氏煕一郎氏煕一郎氏煕一郎氏    

((((第第第第 2780278027802780 地区地区地区地区    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    内科医内科医内科医内科医))))    

 高齢化社会を迎えた日本では、多くの人々が、

これまで経験してこなかったほど、運動器官、す

なわち筋肉、骨、関節などを長期間使用すること

になりました。その結果、｢ロコモティブシンドロ

ーム(ロコモ・運動器症候群)｣が非常に増えていま

す。 

 ロコモとは、加齢に伴う筋力の低下や関節や脊

髄の病気、骨粗しょう症などにより運動器官の機

能が衰えて、要介護や寝たきりになってしまった

り、そのリスクの高い状態を表す言葉です。 

 ｢年だから｣と諦めないで、ポジティブに考えて、

｢ロコトレ｣すなわち、ロコモに対するトレーニン

グを早くから実施するようにしたいものです。 

 現在のロータリーは、会員数の低迷に当面して

活力が弱まっています。この状態から回復するた

めには、手直しが必要になります。 

すなわち、脊柱(原点)を正しく保ちつつ、末梢

の四肢、腰の動きを工夫して改良し、元の元気な

姿に戻すことだと考えます。 

そのためにも、ロータリーは枝葉末節のような

ものを断つ必要があると思います。芯が通ってい

て、簡素な組織づくりこそ、現代に望まれた形だ

と思うのです。 

 一方で、最近のロータリーの規約の改正には、

いき過ぎた簡素化が目立ちます。誰でも会員にな

れて、ステータスもなくなったような気がします。 

また、大きいことは良いことだとばかりに世界

的な大事業が計画、実施され、原点である職業奉

仕の目的からは逸脱しているように思えます。 

ロータリーも今、曲がり角に来ています。原点

に戻り、他人に対する思いやりの心、他人のため

に尽くす心(ロータリー精神)を持って、一人ひと

りの善意を呼び起こし、進んで参加していこうで

はありませんか。 

それにはロータリーを理解し、自分の役割をし

っかり果たして、その責任を全うしていくことが

大切だと思います。 

｢不偏であるべき｣｢不偏であるべき｣｢不偏であるべき｣｢不偏であるべき｣    

富良野富良野富良野富良野 RCRCRCRC    高田高田高田高田    忠尚氏忠尚氏忠尚氏忠尚氏    

((((第第第第 2500250025002500 地区地区地区地区    北海道北海道北海道北海道    団体管理職団体管理職団体管理職団体管理職)))) 

私は 1982 年に富良野ロータリークラブに入会

し、ロータリーとは、なんと情熱的な行動と自己

研鑽を基に奉仕する団体なのか、と魅力を感じな

がらも、2年で退会しました。そして 2007年に再

入会し、地区役員、クラブ会長を務め、次年度ガ

バナー補佐としてあらためて｢ロータリーとは｣と

自問しながら、『手続要覧』や『ロータリーの友』

をめくっています。 

 ロータリーが創立して 110年。ロータリアンは

世界中で地域社会に貢献し、クラブ奉仕を学び、

経験する喜びによって生まれる高潔性と高い倫理

観を共有しています。 

しかし、会員減少が続き、会員増強が命題とな

って久しいことも事実です。 

 国際ロータリー(RI)は、実践的な戦略計画によ

る組織改革を優先するがために、クラブの活動指

針である五大奉仕部門におけるロータリーの理念

が形骸化され、価値観、ロータリーの誇りを喪失

しつつあるように感じます。 

 今こそ、原点回帰。ロータリーは｢自分づくり｣

｢人づくり｣の機会であり、奉仕することで学び、

喜びを共有できる場です。 

その奉仕の第一部門がクラブ奉仕であり、クラ

ブの機能を充実させ、クラブに参加することが最

大の奉仕です。そこで培われた高潔性、多様性、

倫理観をもって奉仕するのが第二部門の職業奉仕

であり、以下、地域社会での貢献、国際理解の推

進、青少年育成と支援が五大奉仕の指針です。 

 人のため、地域のための自愛の心を育てる、他

に類を見ないロータリーの崇高な精神と五大奉仕

こそ、ロータリアンが自信と誇りを持って鼓吹す

べきです。 

ロータリーには、ロータリアンの言行を照らす

｢四つのテスト｣があります。時の RI 理事会がク

ラブに注意を喚起すべきである、と同意したこと

に鑑み、不偏であるべき｢ロータリーの目的｣と五

大奉仕部門を再び学び、経験していくことが今必

要であると、思いを強くしているところです。 
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