
 
 
 
 
 
 
 

第1553回例会20年12月15日(月) 
12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

  

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング      「我等の生業」 

３．ゲスト紹介 

一級建築士 辻 健二郎様 
 

４．出席報告  

会員総数67名 出席者数47名 出席免除会員1名 

  出席率 71.21％ 前回修正出席率 78.79％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様今日は。ゲスト

の辻 健二郎様ようこ

そおいで下さいました。 
このたび名手さん花

畑さんが 12 月 13 日ペ

ッツ推薦された三木正

博さんが理事会で入会

承認されました。今期

お二人の新入会員の入

会です。大変喜ばしい

事です。皆様の御協力

厚く御礼申し上げます。

御願いついでにもう１

名御推薦いただければ予定の増強となります。よろし

く御願いします。 
さて、今年も残り少なくなりました。色々ショッキ

ングな事件が起こりましたが中でもインドのムンバ

イで起こったイスラム過激派のテロには驚きました。

一般市民を巻き込んだテロ。インドにもイスラムの過

激派がいるとは！！私達はイスラムの歴史、文化につ

いて知らないことが多い。学校で習う世界史は中国史

と西洋史であった。アラブとは遊牧民を指す言葉で、

動き回る事を大切にする民族です。動き回る民族です

から今では世界中に移り住んでいます。彼らの毎日の

生活は三つに分かれてラーハ（ゆとりとくつろぎの時

間）、ラアブ（遊びの時間）とショグル（仕事働く時

間）三つの部分からなっています。イスラム文化では、

ショグル（仕事）はしんどいものと考えています。「エ

デンの園」で禁じられていた木の実を食べてしまい、

それ故、それまでの「エデンの園」の楽しい生活から

追放されて、苦しんで、食物を得るために仕事をする

こととなったと考えています。彼らは仕事が目的では

なく、ラーハ（ゆとりとくつろぎ）のために仕事をし

なければならないと思っている。ラアブ（遊びの時間）、

ゲーム、サッカー、ゴルフなどのスポーツは、子供の

遊びとされ、大人の生活には関係のないつまらないも

のとされています。 
ゆとりとくつろぎの時間（ラーハ）こそが大人のす

る事であり、人間として生まれてきて一番大切な時間

とされています。瞑想にふけったり、人と話をしたり、

ゆったり散歩をして動き回ったり、旅をしたり、断食

や毎日の祈りもラーハに入ります。例会で仲間と話を

したり、卓話を聞きながら居眠りするのも多分ラーハ

の時間でしょう。人生において一番大事な事は、家族

と一緒にいる時間、家族と楽しく話をする時間を持つ

こと、それがラーハです。 
今の金融危機、経済危機の時こそ、お金も大切です

が、生まれてきて良かったと感じながらゆっくりくつ

ろぎ、ラーハの時間を持つ事が必要ではないか。人間

として一番大切なものは仕事やお金だろうか？ 
イスラム文化では、最も大切なことは家族と過ごす

時間です。ロータリーも 12 月は家族月間としてロー

タリー家族を大切にしています。クラブ会員、元会員

などの全てのロータリアンとその家族、ローターアク

ト、財団奨学生、米山奨学生、私達ロータリークラブ

の周りにいる人、すべてがロータリーの家族です。ロ

ータリー家族と楽しい時間、ラーハの時間を持ち、そ

してロータリー家族と共に奉仕活動や、親睦活動を実

践していただければさらにロータリーは飛躍する事

でしょう。 
新年の 1 月 8 日（木）は新年夫婦例会です。親睦委

員会では楽しい企画を考えてくれています。新年夫婦

例会で、ゆとりとくつろぎの時間、ラーハの時間を会

員皆様と持ちたいと思っています。皆様お誘い合わせ

のうえ、是非御出席御願い申し上げます。 
本日、米山奨学委員会の岸さんと、辻 健二郎さん

の卓話御願いしております。よろしくご静聴御願い申

し上げます。 
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６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 海南 RC   新垣 勝君 12／3（水） 
○例会臨時変更のお知らせ 
 有田南 RC 
  12 月 16 日（火）→12 月 16 日（火） 

18：30～    橘家  
クリスマス家族例会 

○例会休会のお知らせ 
 粉河 RC   1 月 7 日（水） 
○藤井寺 RC RI から脱会 
  2008 年 11 月 25 日付 
 

７．会員卓話  

米山記念奨学会委員会 委員長 岸  友子君 

平成２０年９月７日

（日）金屋文化保健セン

ターでＩＭ２組クラブ米

山委員長部門会議に出席

いたしましたので報告い

たします。 

１．「豆辞典」 

（１）ロータリー米山記

念奨学事業とは 

   ・全国のロータリ

アンからの寄付

金を財源として、

日本で学ぶ私費外国人留学生に奨学金を支

給し、支援する国際奨学事業 

   ・米山梅吉氏の遺徳を記念する事業で、50 有

余年の歴史をもつ世界に類を見ない日本独

自の多地区合同奉仕活動 

（２）特長 

  ①日本最大の民間奨学事業 

    奨学生 ８００人、事業費 １４.３億円

（2007 年決算） 

  ②世話クラブ・カウンセラー制度 

    経済的援助だけでなく、ロータリーとの深い

交流と精神的ケアを重視 

（３）特別寄付金には税制上の優遇措置 

    所得税・法人税・相続税 

（４）奨学生の推移と地区別採用数 

   ・寄付目標額に対し、１人あたり年間１５７万

円として全体の採用数決定 

   ・地区寄付金総額の対全国比で地区採用数決定 

２．地区委員会活動方針 

   ロータリー米山記念奨学会の趣旨、事業方針等

に沿って活動する。 

３．学友会活動 

  ・地区行事の参加状況が悪いので奨学生に参加を

促す。 

  ・府立高校でのワークショップが生徒に好評なの

で今年もする予定 

  ・その他バスツワー等 

４．その他 

  ・大学側の要望を配慮する。 

  ・中国人留学生が６０％を占めているので、一国

に片寄らないよう施策している。 

 

８．ゲスト卓話    一級建築士 辻 健二郎様 
・「何故、設計士？」になっ 

 たのか 

・「海南での開業」について 

・「大野中の家」の紹介 

・「どんな建築」を考えて 

いきたいか 

 色の好みや、素材のはやり

などは時々によって変化し

ますが、人が本質的に感じる

“心地よさ”というのは今も

昔も変わらないと思います。 

情報が氾濫する時代ではありますが、地に足がつい

た骨太な建築を考えていきたいと思っています。 

 

辻・近川建築設計事務所 

代表 辻 健二郎 
〒642-0032 
海南市名高 180-1 
ファミール海南 1304 号 

TEL 073(498)7711 
FAX 073(498)7712 

http://www.tsuji-chika.com 
E-mail:tsuji@tsuji-chika.com 

 

８．閉会点鐘 

 

 

 

 

○一般ニコニコ 

宮田貞三君  花畑さん、藤白字神社で写真たくさ

ん撮って頂きありがとうございまし

た。 

中村雅行君  ロータリーの友 8 月号に投稿した写

真採用されました。 

岸 友子君  前でしゃべらせていただきます。 

平尾寧章君  花畑さんご苦労さま、私もスピーチ

やりました。 

辻 秀輝君  息子のために貴重な時間を頂きます。 

奥村匡敏君  息子が東京で結婚式を挙げました。 

山本敬作君  辻 健二郎さん、海南活性化のため頑

張って。 

 

 

次回例会 

第 1554 回例会 平成 20 年 12 月 22 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 4F 

[ 忘 年 例 会 ] 
 

大野中の家 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


