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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、先週、チャーターメンバー

で第 21 代会長の臼井慶勝さんがご逝去されまし

た。何に対しても非常に几帳面な方で、我クラブ

にも多大な功績を残されました。心よりご冥福を

お祈りいたします。 

この水曜日『ゴルフ会』が名門・鳴尾G.Cであり

ましたが、妻・環が私の代打で参加させていただき、

なんと 110で廻ったといって、ニコニコして帰って

まいりました。幹事の犬伏さん、岡田さん、中村不

二さん、一年間ありがとうございました。 

さて、現代の建築その 13 は、建築家・光井純

氏です。彼は、私と同じ山口県の岩国高校卒、1978

年に東京大学建築学科(辰野賞)卒業後、岡田新一

設計事務所にて 4 年間勤務。その後、イェール大

学建築大学院に進学し、84 年に AIA 学生賞およ

び、最優秀作品賞(H.I フェルドマン賞)を受賞し

て、修士号を取得。修了後は、米国のシーザー・

ぺリ＆アソシエーツに勤務し、92年に帰国し、日

本事務所を創立しました。現在は、光井純アンド

アソシエーツと両社の代表を兼務していますが大

阪でも『あべのハルカス』をはじめ NHK 大阪、 

国立国際美術館等、有名な作品を設計しています。 

 

 

 

 

 

あべのハルカス 2014  NHK 大阪放送会館・大阪歴史博物館 

光井氏は、先日ご紹介いたしました隈研吾氏と

同世代ですが、一人の建築家とゆうよりもエキス

パート集団として建築活動を行っておられます。

曰く、『建築は人が集まる「場」を提供するための

存在であり、国際的かつ学際的に創造的協働を続

けながら、自信を持って次の世代に受け継ぐこと

のできる｢街｣づくりを目指しています。』と・・。

新橋での飲み会の時、大きな声で『いい街づくり

を！』と言って、力いっぱい握手されたのが妙に

インパクトありました。今回色々と作品等を調べ、

『未来を見据えた、気合も十分ある、天才的な建

築家だ。』とあらためて思いました。 

 

 

 

 

 

愛宕山グリーンヒルズ 国立国際美術館 東京国際空港第2 ターミナル 

･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･新旧合同クラブ協･新旧合同クラブ協･新旧合同クラブ協議会（議会（議会（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        ♪｢♪｢♪｢♪｢花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣花は咲く｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢なでしこジャパンから学ぶ継続力なでしこジャパンから学ぶ継続力なでしこジャパンから学ぶ継続力なでしこジャパンから学ぶ継続力｣｣｣｣    

元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督    鈴木鈴木鈴木鈴木    保保保保氏氏氏氏    

((((岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

････7777 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（18181818：：：：30303030～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ベートーベンベートーベンベートーベンベートーベン「「「「ソナタソナタソナタソナタ」」」」 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2014 年 6 月 13 日 第 1498 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    ロンロンロンロン    ＤＤＤＤ....ババババーーー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 20202020 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 



朝槻・・・めぐみの雨？梅雨の紫陽花を倒さない

でね。 

長谷・・・佐々木会員、国際大会出席お疲れさま

でした。中田会員、卓話｢年金キソのキ｣

楽しみにしています。 

金髙・・・水曜日のゴルフ、ご迷惑をおかけしま

した。明晩の家族会楽しみにしていま

す。 

北村・・・出張でメーキャップがとぎれてしまい

ました。中田さん、卓話楽しみにして

います。 

中村(不)・河野さん、準優勝おめでとうございま

す。中田さん、卓話楽しみにしていま

す。 

中田・・・昨年以来、1 年振りの卓話です。年金

のお話ですんません。頑張ります。 

岡本・・・梅雨入りしましたね。大本次年度幹事、

出欠返信 100%達成おめでとうござい

ます。 

大蔭・・・犬伏さん、岡田さん、中村不二さん、

楽しいゴルフ会ありがとうございまし

た。お蔭で環も 110のスコアーでニコ

ニコでした！ 

佐々木・・バンコック、リスボン、シドニーと三

回中之島 RC にお世話になりました。

ヨメハンがゴルフ同好会で珍しいスコ

アで廻ったとの事、お世話になりまし

た。 

関・・・・中田会員、年金よろしくお願い致しま

す。 

瀬尾・・・中田さん、卓話よろしく。 

曽我部・・本日、中田会員の初卓話です。年金生

活者として大いに参考にします。 

山本(依)・中田さん、卓話楽しみです。 

――――    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  0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  6名 

<6 月 6 日の出席率 75.00％> 

Make up を含む 5/16 の出席率 78.13％ 

・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会    

中村中村中村中村    不二不二不二不二    

平成 26年 6月 4日(水)第 4回大阪大手前 RCゴル

フコンペが、田中健会員のご紹介で兵庫県の鳴尾

GC で開催されました。田中会員ありがとうござ

いました。当日は、傘マークの天気予報にもかか

わらず、プレーに最適な良いお天気に恵まれ、新

幹事も決まり、ホッと安堵した一日でした。 

優勝  佐々木 智子さん 

準優勝 河野 裕一会員 

３位  田中 健会員 

参加された皆さま、お疲れ様でした。楽しいゴ

ルフができ、有難うございました。そして、一年

間大変お世話になりましたゴルフ同好会会長犬伏

將会員に感謝致します。ありがとうございました。 

・13日例会終了後、新旧合同クラブ協議会を開催

します。資料がまだの方は至急提出お願いしま

す。 

・13日例会終了後、臨時総会を開催します。新ク

ラブ定款細則審議の資料ご持参下さい。 

・当クラブ元会員の臼井氏の訃報が入りましたの

で内規により弔電を打たせていただきました。

ご冥福をお祈りいたします。 

・本日、今月の定例理事会の案内をポスティング

しています。開始時間は例会後では無く 18:30

からとなってます。会場もジャスミンガーデン

となってます。お間違え無いようにお願いしま

す。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥43434343,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,931931931931,490 ,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 20202020 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3333階｢階｢階｢階｢白鷺白鷺白鷺白鷺の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    次年度次年度次年度次年度幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

6666 月月月月 13131313 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

ミネストロンスープミネストロンスープミネストロンスープミネストロンスープ    

スズキのカフェドパリスズキのカフェドパリスズキのカフェドパリスズキのカフェドパリ    野菜を添えて野菜を添えて野菜を添えて野菜を添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

エキゾチックフルーツのスープ仕立てエキゾチックフルーツのスープ仕立てエキゾチックフルーツのスープ仕立てエキゾチックフルーツのスープ仕立て    

なめらかココナツムースと一緒になめらかココナツムースと一緒になめらかココナツムースと一緒になめらかココナツムースと一緒に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



――――    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    ――――    

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 6月 7日(土)13：30~ 

場所：国際交流センター 

3地区合同(2640・2660・2680地区)の、来日生

によるスピーチコンテストが開催されました。開

始前、いつもは大はしゃぎの来日生達も、緊張し

てか私語も無く、廊下で一人ずつ原稿を見て練習

を繰り返していました。 

昨年 8月末に日本に来て約 10カ月、初めは全

く話せ無かった日本語を立派にマスターして素晴

らしいスピーチばかりでした。ただ殆どが大阪弁

だったのが・・・。 

14日の歓送会で来日生とはお別れです。さみし

いなぁ。泣くやろなぁ(笑) 

・・・・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｣) 

｢｢｢｢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    

日本の年金制度は｢積み立て方式｣と比較されま

す｢賦課方式｣、そして｢税方式｣と比較される｢社会

保険方式｣。そして｢国民皆年金制度｣日本に居住す

る 20歳以上 60歳未満の人は誰もが、何らかの年

金制度に加入することとなっています。 

｢賦課方式｣は年金受給者の年金原資を現役世代

の今の年金保険料で賄う方式、社会経済情勢の影

響は少ないとされますが、人口変化の影響を受け

やすく、現在のわが国の少子高齢化の煽りをもろ

に受けることになります。そして｢社会保険方式｣

こちらは財源を社会保険料で賄う方式です。保険

に加入する人を被保険者、厚生年金保険は、事業

所単位で適用されます。強制適用事業所となるの

は、株式会社などの法人の事業所、従業員が常時

5 人以上いる個人の事業所についても、適用事業

所となります。 

わが国の年金制度は 3 つです。民間企業のサラ

リーマン等が加入する厚生年金制度、国家公務

員・地方公務員・私立学校教職員等が加入する各

種共済組合による共済年金制度、給与等から保険

料を控除される人たちです。 

この人たちを厚生年金被保険者・共済年金被保

険者かつ国民年金第 2 号被保険者と言います。他

に、事業主等の加入する国民年金制度、この人た

ちは保険料を自ら納める国民年金第 1 号被保険者

といいます、そして厚生年金被保険者・共済年金

被保険者の被扶養配偶者は国民年金の第 3 号被保

険者と言い、保険料の本人負担はありません。 

私たちには、自分や家族の加齢、障害、死亡な

ど様々な要因で、自立した生活が困難になるリス

クがあります。こうした生活上のリスクは、予測

することができないため、個人だけで備えるには

限界があります。そこで、これらに備えるための

仕組みである公的年金制度は、社会全体で互いに

世代を超えて支え合うことが必要になります。 

このように、公的年金制度は、予測することが

できない将来のリスクに対して、社会全体支えあ

う、安全な国に必ず必要なものだと私は考えてい

ます。    

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



手つなぐロータリアン」から、手紙が添えられて、

また切手が届いたのです。｢元気だったんだ。良か

った｣。例会で早速報告しました。｢ほ～良かった｣。

あちらこちらからそんな声が響きました。 

 素晴らしいロータリアンの友情に感動しまし

た。私たちは｢手に手つなぐロータリアン｣の名前

も知りません。でもロータリアン同士しっかり友

情で結ばれています。 

 ｢ありがとう｣。そして、私たちも人に誇るので

はなく自分に誇れるロータリアンを目指して、活

動していこうと思いました。 

 

｢｢｢｢まず健康まず健康まず健康まず健康｣｣｣｣    

奈良大宮奈良大宮奈良大宮奈良大宮 RCRCRCRC    松岡松岡松岡松岡    嘉平治氏嘉平治氏嘉平治氏嘉平治氏    

((((第第第第 2650265026502650 地区地区地区地区    奈良県奈良県奈良県奈良県    農業農業農業農業))))    

非常に簡単な言葉ですが、｢健康｣という言葉の持

つ意味の重さを考えた時、非常に重要で、短くて

も重い感じがする言葉です。 

 生活の中で、健康ほど大切なものはありません。

毎日を健康で暮らせることがどれほど幸福である

かは、今さら言うまでもありません。毎日の食事

をおいしく、楽しくいただけるのも、健康なるゆ

えに楽しいのです。毎日が健康であることがどれ

だけうれしいか病気になって初めて味わうもので

す。 

 私は現在、94 歳ですが、今日まで｢まず健康｣

という言葉を軸として、何事もすべて健康につな

がるよう、心がけて生活してきました。おかげさ

まで今まで大きな病気もなく、また、他人の厄介

にもならず元気で生きることができました。 

 しかし、人間とて生き物です。いつ病気になる

かわかりません。自分の体は自分が一番よく知っ

ています。それゆえ、自分の健康は自分で守らな

ければならないのです。このように自覚していた

おかげで、今日まで健康で過ごすことができたの

だと思います。 

 健康で生き、少しでも社会のためになる仕事を

することほど素晴らしいことはありません。それ

がこの社会に生きる人間としての当然の考えでは

ないでしょうか。皆が健康で、元気に生きること

を祈っています。 

｢｢｢｢ロータリアンの友情に感謝ロータリアンの友情に感謝ロータリアンの友情に感謝ロータリアンの友情に感謝｣｣｣｣    

光光光光 RCRCRCRC    龍角龍角龍角龍角    信夫氏信夫氏信夫氏信夫氏    

((((第第第第 2710271027102710 地区地区地区地区    山口県山口県山口県山口県    司法書士司法書士司法書士司法書士)))) 

私たちのクラブでは 2007‐08 年度から、使用

済み切手を回収し、再生自転車を発展途上国に送

る事業を続けており、その活動は『ロータリーの

友』2008年 6月号に掲載されました。それから少

しして、｢手に手つなぐロータリアン｣という差出

人から、多くの切手に手紙が添えられて送られて

きました。消印には、宮城県の塩釜のスタンプが

ありました。 

 当時の担当者はぜひお礼が言いたいと、塩釜付

近のロータリークラブに問い合わせようとしたの

ですが、昔は人知れず奉仕をすることをロータリ

アンの美徳とする時代がありました。もしかして、

その人もロータリアンの美徳を追及されている人

かもしれないと探すのをやめ、再度『友』にお礼

の記事を掲載させてもらいました。 

 その後、再び切手が送られてきました。やはり

｢手に手つなぐロータリアン｣とだけ書かれていま

した。私たちは感謝の気持ちを忘れることなく、

事業のたびに思いを巡らしていました。 

 そこへ、東日本大震災が起こりました。私たち

は塩釜近辺のロータリークラブに片っ端から電話

をしましたが、どこもつながりませんでした。そ

して、第 2520 地区ガバナー事務所にやっと連絡

が取れました。電話で、｢多くのロータリアンが会

社を失い、連絡の取れないロータリアンがまだた

くさんいる｣と伝えられました。｢あのロータリア

ンは無事なのだろうか？｣｢所属されているクラブ

に何か手助けができないだろうか？｣とクラブ内

で何度も話し合いました。 

 しかし、どこのクラブか、ましてお名前もわか

らないのではどうすることもできません。せめて

東北のロータリークラブへ支援をしたいと、協力

を惜しまず今日まできました。 

 今年度も切手の回収が始まりました。皆の心に

はあのロータリアンは元気なのだろうか？震災か

ら立ち直っていらっしゃるのだろうか？その思い

がありました。そんな時です。3 年たって「手に
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