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2013～14年度 北川会長テーマ 

『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング  

  「奉仕の理想」 

●客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告 

●3分間スピーチ   

      粟津直晶 会員    

●外部卓話「色とファッションで 

印象を自分の思いのままに！」 

ﾌｧｯｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ稲浜恵美 様 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13：30閉会の点鐘 

●本日の会合（敬称略） 

＜定例理事会＞  

 北川、原田、高島、小北、日野 

 三木、橘、山口伊、嶋田、米田 

 木﨑、西田、重田  

おめでとうございます！ 

 

５月 入会記念日  ５月 お誕生日 

宮田  明 会員（H２年） 

嶋田愛親会員（H21年） 

 

 

 

林 宏毅 会員（３日） 

原 正和 会員（５日） 

橘喜久夫会員（11日） 

木﨑信也会員（15日） 

白井博巳会員（16日） 

駕田 毅 会員（27日） 

今西義人会員（28日） 

5/14 今中七郎会員 

5/21 ― 

5/28 →31日変更 

6/4 山口伊太郎会員 
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5/14 

（水） 

・クラブ協議会 

 新旧合同委員会 

・被選理事会 

5/21 

（水） 

・次年度地区協議会 

 出席報告 

・40周年実行委員会 

5/28 

(水) 

→31日に変更 

5/31 

（土） 

・満40才記念例会 

 ひらかた仙亭 

 18:00～20:30 

今日の歌 

「奉仕の理想」 

奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん 

我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

今月の予定 

３分間スピーチ 

第１９０８回 例会  

２０１４年５月７日（水）くずはゴルフ場 

本日の卓話者 稲浜恵美様 プロフィール 
■Men’sファッションコンシェルジュ稲浜恵美第一印象から、 

「信頼・安心・仕事が出来る」イメージを与える事が出来る 

スペシャリスト。知識はもとより、商品購入時にコンシェルジュ 

自らが同行し、目的に合わせたカラーブランディングと、ファッ 

ションコーディネイトを提案。市議会議員のコーディネイトも務め 

る他、大手百貨店や、大学、ホテルでのセミナー講師としても活躍

している。  



北川順清 会長 

 来週からはゴールデンウィークとなり、30日の例会はお休みです。海外旅行やゴ

ルフ、遠出を計画されている方もおられることと思いますが、停滞に遭われたり、久

しぶりの運転者も沢山走られると考えますから、十分な注意と無理をせず大いに楽

しんで戴きたいと思います。そして連休明けの7日が5月度の第一例会日ですの

で、元気にご出席下さいますよう宜しくお願いをしておきます。 

 さて、『七つ星 歩く会』が5月の8日に世界遺産．宇冶平等院を計画されています

ので、少しお話をします。と申しますのも国宝であります鳳凰堂（中堂・両翼廊・尾

廊）の４棟の改修工事と、庭園整備事業が尾廊部を残しほぼ完了していますが、宝

物館「平等院ミュージアム鳳翔館」前と鐘楼の周囲を改修する工事に参画できそう

になりました。世界遺産．平等院の工事とあり気合いが入っているところであります

が、返事待ちの状態です。 

 中谷会員からのお誘いに、『砂ずりの藤』が紹介されています。フジは一般には野

藤に各種類の接ぎ木をして藤棚等を作りますが、観音堂前の藤棚は樹齢250年と

いわれるノダフジで接ぎ木ではありません。しかし、残念なことに境内のフジ全部を

枝整理のために強剪定が行われ、今年は例年に比べ全くと言っていいほどに花房

を付けっておりませんし、花の時期も過ぎてしまいそうです。その分、完成しました

鳳凰堂の優美な姿と、国内でも数少ない浄土庭園 建築と庭園が融合したたぐい

稀な平安期の環境を味わっていただけると思います。 

 また平等院はよく寝殿造りと間違われます。寝殿造りは同じく平安時代の貴族住

宅の様式ですが、寝殿造りは南向きで園地に臨み、寝殿からから回廊を抜けて対

屋を通って釣殿に行けますが、平等院鳳凰堂は東向きで左右の回廊は装飾のた

めで歩けません。住まいではなく寺院なのです。 

 時間がありましたら宝物館「鳳翔館」で平等院の国宝の数々を見られますことをお

勧めします。この鳳翔閣は2001年の3月に竣工、老朽化した宝物館を、南側の傾斜

地に埋め込むかたちで建設され、博物館として国宝の阿弥陀如来座像・木造の菩

薩像・鳳凰１対・梵鐘・その他多くの鎊金具等の美術工芸品が良好な状態に収蔵．

展示されています。大林組が大赤字を出しながら完成させた建築も素晴らしく、共

に楽しんで戴けることと思います。 

 私は今回も出席できませんが、もし『砂ずりの藤』を見られたい場合は来年の今の

時期、連休前の２０日～２５日頃が最適ですので是非お誘い下さい 。 

【会長の時間】 

 



北村 隆 会員 

 第29代W.B.C世界バンダム級チャンピオンであるプロボクサー山中慎介さんは、

私の郷里滋賀県湖南市の出身であります。いろいろの同窓会集まりでは、話題とな

り、数々の試合で発揮された「神の左」と呼ばれる強烈な左ストレートは、どのように

して生み出されたのかを知りたく、対談記録などから拾ってみました。 

◎生い立ちときっかけ
・ ・ ・ ・

 

 中学までは野球をやっていたが、辰吉丈一郎さんの試合をみてボクシングをやり

たく思い、有名だった南京都高校（現・京都広栄館高校）に進学。 

 もともと両利きのようで、字を書く時は左利き、箸を持つ時は右利き、野球は右投

げ、右打ち。肩には自信があったので、ボクシングを始めた時も右構え。 

 ところが、当時の監督から左のバランスが良いといわれ矯正。 

◎強烈な威力 

 強力なパンチにはそれを支える下半身が重要となり、下半身を徹底的に鍛えて踏

み込み威力を増進させ、スピードを生かしてストレートを強化。 

◎訓練のスケジュール 

 試合直後休養、その後は月曜から土曜日までずっと練習。朝は8時からロード

ワーク、午後からはジムでトレーニング。試合が近づくと減量やスパーリングなどの

実践練習。試合の2カ月前には何時間も走り続ける「走り込みキャンプ」もあり、心が

折れそうになる想い。 

◎リラックスできる時 

 子どもが1歳になったので家族と出かけたり、日曜こそは練習も休みなので、ゆっ

くりし、練習から帰った後、子どもと遊ぶのが何より楽しく、疲れをすべて癒されるひ

と時。 

◎子どもたちへのメッセージ 

 ・観る人には「自分もやるぞ」と思ってもらえるような勇気と感動を与える試合をした 

  いので、日々の努力は惜しまない。 

 ・「継続は力なり」という言葉どおり、努力は裏切らないと信じる。 

 ・「ボクシングだけでなく様々な分野で頑張っている子どもたちに知ってほしい言 

  葉」を与えたい。 

【卓話】 

 「果敢に挑むプロボクサーに教えられて」 北村 隆 会員  

移動例会のお知らせ 

「満40年記念例会」  

■日  時 ： ２０１４年５月３１日（土）１８：００～２０：３０   

                  （5月28日（水）の例会を5月31日に変更）        

          ■場  所 ： ひらかた仙亭  ☏ 072-846-3333  



ニコニコ箱 合計 \20,000 累計 ¥1,036,640 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊ガバナー杯優勝の喜びに          米田 勉 

＊野球優勝と木﨑会員の保護司として益々の 

  ご活躍に！                   多田利生 

○本日の配布物 

①５月７日週報 

②ロータリーの友5月号 
 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信5月号 

②５月出席予定確認表 

 

○地区行事等出席報告 

4/26 社会奉仕新旧委員長会議 

                   木﨑、嶋田、稲田 

○地区行事等出席予定  

5/10 職業奉仕新旧委員長会議・反省会 

                  國田、米田、林宏毅 

5/24 青少年部門新旧正副委員長会議 

               木﨑、白井、田中、粟津 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 
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２０１４年５月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

「第６回七ツ星歩く会」のご案内 

 

 ・実 施 日 ：２０１４年５月８日（木） 

 ・集合場所：京阪電車樟葉駅内 

         出町柳行ホーム1両目 

 ・集合時間：午前10時 

 ・そ の 他 ：交通費・昼食費は各自負担 

 ・行  程 ：樟葉駅→宇治駅→平等院→天ｹ瀬ダム 

    ※不明な点は中谷会員にお問い合わせください 

     （携帯電話 090-1483-4023） 

第1907回春季家族例会出席報告（4月23日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 3１名 64.58％ 

第1904回 例会補正後 出席率 72.92％ 

   メーク 18名  欠席 13名  除外 4名 

 

グラナダにある 

  アルハンブラ宮殿 

 アルハンブラ宮殿はスペイ

ン・グラナダ地区にあり、ス

ペイン屈指の世界遺産で、

宮殿と町全体が世界遺産で

ある。9世紀頃イスラムによ

り、建造され、カルロス五世

に奪われ制圧され、キリスト

とイスラムが融合した珍しい

建物なのである。カトリックスペインに屈服させられたイスラムの宮殿ともいわれている。私はライオンの中庭が見た

くて訪れたが、なんと修復中だった。私が推す世界一の宮殿は、アルハンブラ宮殿だ。  

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その２５ 

 


