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竹森・・・坂田成実さん、マルユッカさん、いら

っしゃいませ。大蔭会員、代理卓話楽

しみにしています。 

長谷・・・坂田成実さま、マルユッカさん、いら

っしゃいませ。大蔭会員代理卓話の深

阪さま、卓話よろしくお願いします。 

河野・・・成実ちゃん、お帰りなさい！中田さん、

お誕生日おめでとうございます。 

村上・・・大蔭会員の卓話、楽しみです。 

中村(不)・辻村さん、お土産有難うございました。 

岡田・・・先日の留学生歓送迎会、欠席のお詫び。

点滴を打って復帰しました。 

岡本・・・おおもっちゃん、ご出産おめでとうご

ざいます。 

大蔭・・・本日の卓話、深阪サン宜しくお願いし

ます。 

大本・・・7/15 長女真由音(まゆね)無事誕生しま

した！ 

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    

――――    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    ――――    

先ず、嬉しいご報告があります。 

7月 15日(水)に大本会員が女の子のお父さんにな

られました。本当におめでとうございます。 

 昨日、中之島 RCに竹森幹事と共に表敬訪問に

行ってきました。クラブ奉仕委員会のクラブフォ

ーラムの日でしたので、勉強のつもりで午後 2時

の最後まで見学してまいりました。(中之島RCは、

クラブフォーラム時は 30分延長して、午後 2時

まで例会をされております。) 

 クラブの雰囲気、会員数の推移、悩み等々、我

が大手前 RCと酷似しており、やはり親子クラブ

ですよね、と同じテーブルの方々と話をしていま

した。 

 又、昨日(16日)に大手前病院に北村会員のお見

舞いに行ってまいりました。元気にされていまし

たが、ギブス姿は少し痛々しかったです。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 7 月 24 日 第 1552 回例会 

◎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(7(7(7(7 月月月月 31313131 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥27272727,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥111196969696,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢マジック業界を変える！」マジック業界を変える！」マジック業界を変える！」マジック業界を変える！」    

株式会社マジックポット株式会社マジックポット株式会社マジックポット株式会社マジックポット    

取締役副社長取締役副社長取締役副社長取締役副社長    征矢征矢征矢征矢    竜太朗氏竜太朗氏竜太朗氏竜太朗氏    

((((大本大本大本大本    達也会員紹介達也会員紹介達也会員紹介達也会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 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    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈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    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界への世界への世界への世界へのプレゼントになろうプレゼントになろうプレゼントになろうプレゼントになろう    

日 時：2015年 7月 17日(金) 

審議議案： 

１．本日 7月 17日分青少年交換留学生 2名分(坂

田成実さん、マルユッカさん)のビジターフィ

ーを青少年奉仕委員会より拠出する旨、承認。 

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣♪｣♪｣♪｣♪    

････クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会（（（（13131313：：：：00000000～～～～    ））））    

((((ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席))))    

･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」」」」    



｢｢｢｢現在の建築様式と施工の変貌現在の建築様式と施工の変貌現在の建築様式と施工の変貌現在の建築様式と施工の変貌    

～あ～あ～あ～あべのハルカス施工紹介べのハルカス施工紹介べのハルカス施工紹介べのハルカス施工紹介((((DVDDVDDVDDVD))))～～～～｣｣｣｣    

竹中工務店竹中工務店竹中工務店竹中工務店    竹和会前会長竹和会前会長竹和会前会長竹和会前会長    

深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長    深阪深阪深阪深阪    好孝氏好孝氏好孝氏好孝氏    

((((大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝会員紹介政勝会員紹介政勝会員紹介政勝会員紹介))))    

● 今 か ら 半 世 紀 前

1964年は、東京オリ

ンピック開催、新幹

線開通の年 

住宅では、プレハブ

住宅が一斉に幕開けし

た時代でもあります。

1959 年日本で一番早くプレハブを手掛けたのは大

和ハウスと言われています。続いてミサワホームが

1962年設立、1964年には新日鉄、竹中工務店出資

で日本で初めてツーバイ工法の住宅、日本ホームズ

設立。積水ハウスは、1963 年積水化学から独立、

住友林業 1964 年スミリン合板から独立、三井ホー

ムズは 1974 年三井不動産から独立、へーベルハウ

スは、旭化成工業から 1972 年に旭化成ホームズと

して独立、現在大手 8社のハウスメーカー、平均坪

単価(70万～85万)の高い順番で、三井ホーム、へー

ベルハウス、住友林業、積水ハウス、セキスイハイ

ム、ダイワハウス、ミサワホーム、パナホームとな

ります。 

店舗建築は、プレハブ住宅が世に出たころ、主婦

の店からダイエーの社名変更を行い、1964 年には

一気に全国チェーン展開の幕上げとなる。独立店舗

として大規模として大規模は鉄筋コンクリート造

の建物(3階～5階)となる。今は、イオンを中心に大

規模な商業モールを建設している。 

ビル建築は、当時ビルの高さは、百尺規制もあっ

て、7階～10階までのビルで、耐震、耐風、耐火、

大空間が採れる鉄筋コンクリート造が主流であっ

たが 1961 年の都市計画法改正により高層ビルへと

計画変更し着工したのが超高層のあけぼので知ら

れる霞が関ビルで 1968年に竣工した。 

今は、コンクリートから鉄への時代。高さ制限を

はじめとした法令の緩和、時代のスピード化、鉄の

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

おかえりなさい！坂田成実さん、また、会いま

しょう PIRONEN Marjukka Anninna(マリュ

ッカ)！おふたりの歓送迎会をフライングトマト

カフェで開催いたしました。 

台風前の猛暑の中、当日キャンセルが出て少し

寂しい参加人数 16 名となりましたが、皆との距

離感が近く、マリュッカと成実さんの成長を実感

できる話が聞け、和気藹々と笑いが絶えない心温

まる食事の時間でした。 

最初に坂田成実さんのフィンランド語の堪能さ

に驚きました。マリュッカの日本語の上達振りは

月一回の彼女の例会での周知の事実、感心するば

かりでしたが。若いって素晴らしいですね、全て

のものをプラスに吸収できる、もちろん 2 人の努

力が結果となったのでしょうが、私も頑張ればす

ぐに語学力が付くかのような錯覚を起こしまし

た。 

マリュッカと成実さんのフィンランド語での会

話を聞かせてもらいました、若干母国語が危うく

なってきたというマリュッカでしたが、そのかわ

り日本語は見事に大阪弁になってしまったそうで

す、成実さんとペラペラ流暢な会話で、成実さん

はフィンランドでの日常を同時通訳つきで話して

くれました。太陽が沈まない日、太陽が昇らない

日、壮大な自然と、恵まれたホストファミリー先

での充実した留学生活を高揚した面持ちで聞かせ

てくれます。 

製造技術、接合技術の発展、環境問題、省エネの時

代と移る。そのもっとも代表例が｢あべのハルカス｣

である。 

●着工から竣工までの工事記録映像 DVD 工事概

要は会報表紙参照 

 参考：あべのハルカス 省エネ立体都市 (ユーチ

ューブ 発信 竹中工務店) 

●逆打ち工法 地下 74メートル場所打ち杭 (参考

資料) 

 地上 60階 300メートル 地下 5階 30メートル 

●建物の形状と風力特性からカルマン渦について 

 

 

 

 

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

――――    青少年青少年青少年青少年交換留学生歓送迎会報告交換留学生歓送迎会報告交換留学生歓送迎会報告交換留学生歓送迎会報告    ――――    



マリュッカは、本当に賢いお嬢さんで、日本で

のホストファミリーの坂田さん、中林会長の奥様、

河野さんから思い出を聞かせてもらいましたが、

どのお宅でもマリュッカがきちんとした教育を親

御さんから受けてきたであろう事に感心されてい

ました。 

坂田さんのお母様がおっしゃっていたのは、ホ

ストファミリーが互いの子をエクスチェンジでき

るのは少ない経験だとのこと、坂田さんのお嬢さ

んを預かられたマリュッカのママから｢成実の笑

顔が幸せを運んでくれた｣との言葉をくださった

と、涙を浮かべながら今回の交換留学の感想を述

べられました。 

まだ高校生の娘を遠い異国に送り出すことの不

安もあっただろうと思います、けれど恵まれた環

境で留学生活を送った自身の娘さんの成長は確か

で、楽しかったマリュッカとの思い出話を語られ

るのを聞いて、私ももらい泣きしてしまいました。 

マリュッカは語学だけでなく、真似ることから

自然に日本を学んできたようです。謝らないお国

柄であったけれど、ちゃんと心から謝ることを覚

えて、特に日本人は “ごめんなさい”に心をこめて

人間関係を作ります。“単なる偶然”ではなく“ご

縁”と出会いに感謝する気持ちを持っています。 

そんな一番大事な日本をちゃんとマリュッカは

学んでくれたようです。マリュッカの手作りクッ

キーにみんな大喜び、彼女のおもてなしの気持ち

はみんなにしっかり伝わりました。 

松浦会員の中締めの挨拶での“本事業はロータ

リーの役割として重要”、彼女たち 2人の成長を目

の当たりにし、私たちも何故か誇らしげな気持ち

にさせられました。きっと 2人の将来にこの 1年

の学びは大きく根付くものでしょう、彼女たちの

未来の光が私にまで心を暖かくさせてくれます。 

事業の目的はある若い人たちのニーズに応え、

私たち自身の成長につなげること、本当に目的が

素晴らしい事業だと実感しました。 

マリュッカまた会おうね。 

3.113.113.113.11 震災支援特別委員震災支援特別委員震災支援特別委員震災支援特別委員    中野中野中野中野    裕司裕司裕司裕司    

7月 17日久しぶりに石

巻 B-1 に訪問してまいり

ました。当日は代表の

Chad さんが米国へ里帰

りされていたので代理の

Joeyさんにお会いしまし

た。 

先ずJoeyさんからThe 

Rock に当クラブより寄

贈した LED 証明が大活

躍しているとお礼の言葉がありました。 

 先日も近隣の学校の社会

見学のコースに地元の魚屋

さん、八百屋さんと一緒に

B-1 も約 40 名の児童の訪問

がありその場で大手前から

の寄付のことも報告しまし

たとのことでした。 

今後の予定はカリフォル

ニアから約 20名のボランテ

ィアがやってきて Beach 

Partyや Gospel Festival、夏祭り等地域ぐるみの

各種イベントに参加するそうです。 

また夏休み以外でも簡単な英会話レッスンや

International Night と銘うち屋台料理の提供等

行っているそうです。今後は当クラブもちょっと

距離がありますが、このようなイベントに何か参

加協力できればと感じました。 

 

 

 

――――    石巻報告石巻報告石巻報告石巻報告    ――――    



――――    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  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   9名  

 国内ゲスト  2名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  5名 

<7 月 17 日の出席率 84.38％>  

Make up を含む 6/26 の出席率 96.77％ 

――――    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    ――――    

    青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生    坂田坂田坂田坂田    成実成実成実成実    

こんにちは。いつもお世話になり、ありがとう

ございます。先ほど、私の日本の高校から連絡が

あり、無事、留学期間に取得した単位が認められ、

8 月 3 日付の卒業が決定いたしましたので、ご連

絡させていただきます。今週中にも卒業式が行わ

れる予定です。 

1 年間本当にさまざまなサポートをありがとう

ございました。帰国から 1 週間がたち、まだ暑さ

に慣れませんが気持ちを切り替えて、受験勉強に

励もうとおもいます。 

・・・・7777 月月月月 31313131 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会 

(ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトご臨席) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・8888 月月月月 7777 日日日日((((金金金金))))        11116666：：：：00000000～～～～    MMMMUUUU 行事行事行事行事    

大手前整肢学園盆踊り大会 

   (大手前整肢学園) 

・・・・8888 月月月月 14141414 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

・・・・8888 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣)        

・・・・9999 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))            

臨時総会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：00000000～～～～    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (須磨海浜水族館) 

・・・・9999 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・9999 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

幹事幹事幹事幹事    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

2014年 8月 21日から長期交換留学生としてさ

れていた、マルユッカさんが約 1 年のカリキュラ

ムを終え 2015年 7月 20日(祝・月)10時 45分、

母国フィンランドへ帰国の途に就かれました。 

当日は、千里高校の友達やご家族もお見送りに

来て頂き別れを惜しんでいました。これからのマ

ルユッカさんの活躍を期待いたします。 

マルユッカさんが出発前に言ってくれたのは感

謝の言葉はもちろん、｢一年は終わりましたが、こ

れは“さよなら”ではなくて“またね”というふ

うに思っていたいです。｣最後まで感心させられる

優しさと思いやりのある子だと思いました。 

日本時間の 7月 20 日 22時 25 分に、フィンラ

ンドに無事到着したとの報告頂きました。良かっ

たです。 

お見送りには中林会長・夫人、河野会員・夫人、

辻村会員、ホストファミリーの坂田ご夫妻と成実

さん、千里高校の友達 4名とご家族皆さん本当に

ありがとうございました。 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

~~~~ポール・ハリスの言葉～ポール・ハリスの言葉～ポール・ハリスの言葉～ポール・ハリスの言葉～    

｢来る年月、ロータリーが文明の中枢に留まり続

け、職業の品位と重要性と云う新しい意識と人類

を目覚めさせることが出来るように、職業は人類

にとっても国家にとっても生活を救い、生れ変わ

らせるような影響力がある。｣ 

(2015年 5月 9日 第 2回地区職業奉仕委員長会

議資料：庄野晋吉より) 

 

 

 

 

 

 

 

――――    青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生青少年交換留学生報告報告報告報告    ――――    ――――    職業奉仕委員会コーナー職業奉仕委員会コーナー職業奉仕委員会コーナー職業奉仕委員会コーナー    ――――    


