
を検証しました。あれから１０年経って、今なお

北朝鮮と協議中、何等の解決に至っておりませ

ん。次年度開催時には、どういう解決になってい

るのでしょうか。 

次いで、先週土曜日（２５日）は、石田社会奉

仕委員会委員長のもと、会員8名、ラックメン

バー5名・ラックＯＢ3名の奉仕に支えられて、児

童心理養育施設・児童院に行って参りました。 

小学２年生から６年生まで２６名が在籍して

いますが、その８割が親の虐待が原因だそうで

す。当日、漫画「ワンピース」全７５巻を寄贈さ

せて頂いた後、ラックメンバーが準備してくれ

たバーベキューを子供達と共に楽しみました。

子供達の嬉しそうな顔ももちろんですが、職員

の皆様の楽しんで頂ける姿、それより、わがクラ

ブメンバーの表情のいいこと。児童院への社会

奉仕ではありますが、クラブメンバー会員の「洗

心の機会」を与えて頂いた感謝の気持ち一杯で、

帰途につきました。 

「いやぁ、ロータリーの奉仕の心って素晴ら

しい」（会長の独り言！） 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 
① 11・12月卓話予定者表をお届けしております。

担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者

を事務局までご連絡お願いいたします。 

② ＲＩ推奨の公式行事であるロータリーデーを

地区として実施するロータリーフェスティバ

ル（2015年5月5日開催）のチラシと概要を本日

お配りしております。 

 ☆☆ １１月度のお誕生日 ☆☆ 

14日 勝見 茂  17日 川原 和彦 

     19日 田邉 三郎 

              （敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

２週間ぶりの例会、冷え込みがきつくなりま

したが、皆様風邪などひかれずお元気でしたか。 

１８日（土）は、地区第６組インターシティ・

ミーティングが、ホストクラブを新大阪ロータ

リークラブとして、グランフロント大阪北館で

開かれました。わがクラブから福井興会員・坂本

一民会員をはじめとして総勢２２名の会員に出

席して頂きました。 

４時間の長丁場でしたが、講師の竹田恒泰氏

の「いっしょに学ぼう日本の心」の２時間にわた

る講演には、聴衆は圧倒されっ放しでした。知

識・博識・見識の素晴らしさは、テレビで垣間見

る竹田氏の姿とは別人の様、正直感動しました。

願わくは「竹田宮家」の復活をと思いました。た

だ「殿下」には、軽薄なマスコミの餌食にはなら

れません様にと陰乍らお祈りしました。 

次年度インターシティ・ミーティングのホス

トクラブを引き受ける旨の挨拶もして参りまし

た。早急に日時・場所・テーマについて詰めて参

ります。テーマとしては、当クラブは１０年前に

「拉致問題」について取り上げ、拉致問題からみ

える日本の姿、ロータリアンとしての意識など

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2268回） 
２）国旗およびロータリー旗に礼 
３）ソング  君が代・奉仕の理想 
４）卓 話 「歌唱指導」  
       ソング・プログラム委員会 
５）記念写真撮影 
６）ロータリ財団100万ドルミール実施 

  次週（１１月１３日）のお知らせ 
１）例 会 （2269回） 
２）ソング  我等の生業 
３）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話 
    「ロータリー財団と補助金」 
     地区ロータリー財団委員会 
       副委員長 宮里 唯子 様 
         ロータリー財団委員会 

ＮＯＶＥＭＢＥＲ ６ ２０１４ ＮＯ．２２６８ 
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③ 「第2回若手ロータリアン研修セミナー・懇親

会開催のお知らせ」を本日お配りしておりま

す。対象は55歳以下（55歳を含む）ですが55歳

以上の会員で興味のある方にもご参加いただ

けます。なお、地区の登録締め切りが11月4日

（火）になっておりますので11月4日までには

出欠のご返事を事務局にお願いいたします。 

④ 「三世代クラブ合同例会（移動例会）」「成美

学寮もちつき交流会」出欠のご返事が未だの

方は本日中に事務局までお願いいたします。 

⑤ 地区大会登録がまだの方は追加登録をお願い

いたします。大会2日目終了後にフェスティバ

ルホールにおきましてクラブソング「友と呼

べるのは」を参加者全員で合唱しますので多

数のご参加をお願いいたします。 

⑥ №5・6テーブル情報集会のご案内を本日お配

りしております。 

⑦ №3・7テーブル情報集会の出欠のご返事を事

務局までお願いいたします。 

⑧ 次週例会終了後に記念写真撮影を行いますの

で宜しくお願いいたします。 

⑨ №1・2・4テーブル情報集会が本日18：00から割

烹「悦」にて開催されます。関係各位よろしく

お願いいたします。 

⑩ 本日例会終了後、11月度定例理事会が3F「アン

バー」にて開催されます。関係各位よろしくお

願いいたします。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の卓話奈良国立博物館名誉会員鈴木喜博先

生をよろしくお願い致します 西浦 司 

アヌックちゃん、一人で難波へ行ったらアカン

で～！             徳岡昭七郎 

18ヶ年在籍自祝 松宮 清隆 

連続欠席を深くお詫び申し上げます。 松宮 清隆 

平成26年10月30日  合計金   15,000円 

          累計金 773,340円 

☆☆ 先週（10 月 30 日）の卓話 ☆☆ 
「東大寺南大門仁王像の魅力」 

奈良国立博物館名誉館員 鈴木 喜博 様 

            西浦 司会員紹介 

平安末期、東大寺は平家の南都焼打（1180年）

に遭い、主な伽藍が全焼した。その後復興計画が

立てられ、約20年後の1203年、南大門の再建を

もって一応の完成をみた。門内の仁王像もこの

時に造られた。作者は大仏師運慶であり、躍動感

に満ちた力強い作風は、歴史的記念碑とみるべ

き傑作である。８ｍを越えるこの巨大彫刻は69日

という驚異的なスピードで造られた。この仁王

像が20年前（1989-94）初めて文化財として修理さ

れた。その結果、構造上の秘密が解明され、造形

の魅力がより深く鑑賞できるようになった。こ

れらのポイントについて次に記す。寄木造りの

材はそれぞれ約3,000ピース。構造上の基本材は

10本で、宋から学んだ建築技法の貫構造で組付け

た。頭部が大きく、両足が短いのは、巨像を見上

げる遠近法というべきもの。縮尺10分の１の原像

（雛型）が運慶と快慶によって分担製作され、現

場では二人大仏師体制を敷き、阿・吽の像それぞ

れにもう一人の大仏師（定覚と湛慶）を当てた。

仕上げの最中に、視線や臍を下げ、両腕の角度を

大幅に修正する事態が生じた。この段階での指

揮はもちろん頭領の運慶である。 

☆児童院事業のご報告☆ 

１０月２５日（土）新規の社会奉仕事業として

社会奉仕委員会とローターアクト委員会との合

同にて阿波座に在ります明治小学校分校の児童

心理養育施設児童院（虐待児が八割、小学校５年

生を筆頭に男の子２０名・女の子６名）を訪問、

子供たちの希望により当院の図書館にマンガ本

（“ワンピース”７５巻）を寄贈、又、なかまの

里（大阪聴覚障害者福祉会）で作られたクッキー

を児童２６名に配布。その後、当院グランドにて

ＲＡＣの協力を得てバーベキュー会を開催。天

候を凄く心配しておりましたが暖かく最高の天

気に恵まれ、美味しい牛肉や果物をほうばり、満

面の笑みを浮かべる子供達を見て、この事業を

行って良かったなぁ～是非継続して欲しいと思

う気持ちが湧いてきました。この気持ちは私だ

けでなく参加された方々も同じように思われた

ことと思います。参加頂きました小寺会長、中島

幹事をはじめ８名の方、手伝ってくれたＲＡＣ

８名（ＯＢ３名）及びこの事業に協賛頂きました

皆様本当に有り難う御座いました。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

ペンネ・ボロネーゼ コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 62名 

国内ゲスト  ２名 会員出席 44名(55名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 25名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 11名 

10月30日の出席率 80.00％ 

５週間前（10月2日）の 

メークアップを含む出席率 83.64％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者10名) 


