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4つのテスト

●真実かどうか

第1726回例会

●みんなに公平か

平成31年3月25日

卓話
美味しいコーヒー談義
株式会社ヒロコーヒー
代表取締役 山本 光弘 様
（榎原幹事ゲスト）

ゲスト紹介

●みんなのためになるかどうか

親睦活動委員会

明瀬山 光彦 関
大成道 喜悌 関
高槻東ロータリークラブ 坂井
西島

木下委員

木瀬部屋

利孝 様
忠男 様

幹事報告

榎原幹事

・本日例会後理事会があります。
・2018−19年度「IM第 2 組ロータリーデー」終了の
お礼が吹田江坂RCから届いております。

今週の歌
「我等の生業」

出席報告

前回内容

会長挨拶

●好意と友情を深めるか

大藤会長

皆さん今晩は。前回続けて 2 週間ぶりの例会でござ
います。お元気で何よりでございます。
私ごとではございますが、今日は、PTA会長をし
ております、豊津第一小学校の卒業式でございました。
前回お話しました、小児科の先生のことばを思い出
しました。子供は次の世代、その次の世代への木の幹
であると。枝がわかれ沢山の人が生まれ、日本がいつ
までも続くための石杖になると感じました。
会長挨拶の際、子供たちの涙がちらほら見受けられ
ました。感受性豊かな子供たちなのでしょう。思いや
りや優しさが感じられました。ロータリーは子供たち
のために今後も事業に励みたいと思いました。
さて、ご出席いただいた方も沢山おられましたが、
先週土曜日は、ロータリーデーでした。例年の第 2 組
12RCから15RCと改編されたIMです。講師に吹田市
長の後藤様と後藤市長を含め、北摂 4 市長によるパネ
ルディスカッションでした。後藤市長は講演で、北摂
（市長は北大阪と呼んでおられた）の市が色々なケー
スで合同で行う時代がやってきたと仰っておられまし
た。特に20年後は色々な意味で様変わりしているので
はないかと。 4 市がなくなることはないでしょうが、
改編はあるのかと。人口や収支や環境等を考えれば当
然との事。一市でできないことも複数がよればより良
い事業ができるとも。このことを考えるに、当クラブ
は50人前後を推移しており、一クラブでもOKでしょ
うが、第2660地区を考えると合同による事業も不可欠
な時代がやってくるような気がしました。ある意味、
第 2 組が15RCになったのもその表れかもしれません。
今後は、有意義な事業を行う上で、探し求めていく
必要性を感じた会議でした。

出席委員会

佐藤副委員長

●会 員 数 48名
出席会員数 42名
●来
客 4名
本日の出席率 93.33％
● 2 月18日の出席率（メーキャップ含む）100％

高槻東ロータリークラブより特別講演のご案内
坂井

利孝 様、西島

忠男 様

「青少年の未来を守ろう」と言う主旨で特別講演を
高槻東RC主催で開催致します。
「違法薬物撲滅を目指して」マトリ元部長特別講演
講師：瀬戸晴海氏（日本薬物問題研究所理事）
日時：2019年 6 月 8 日（土） 14時〜16時
場所：大阪科学技術センター 8 階大ホール
現在、違法薬物の押収量が増加しています。その背
景には密輸取引量の増加があり、日本が狙われていま
す。知らない内に中毒者になる学生や主婦が増えてい
る現状です。改善していくために、正しい知識を持っ
て広く社会に啓発をして頂きたい、と言う思いで特別
講演を開催致します。
宜しくご参加の程お願い致します。

水と衛生月間

第1727回

例会予告 平成31年4月1日

卓話
マロニーと私
マロニー株式会社
会長 河内 幸枝 様
（吹田ロータリークラブ会員）
（木田会員ゲスト）

インスピレーションになろう
社会奉仕委員会

紙谷委員長

・平成31年 3 月22日（金）
10時〜12時・13時〜16時に
（株）
ビケンテクノ様において献血がございます。毎
回目標は50名（献血実施者）を予定していますが、
現状は参加者が約40名程度で、献血できた方は30名
程度と目標からは相当減員しております。ご協力を
お願い致します。
・平成31年 4 月 1 日（月）
は、江坂企業協議会担当の
クリーンデイになります。江坂公園に 7 時30分迄に
お越しください。年度初めの忙しいところではござ
いますが、10分でも結構ですので会員または社員様
のご参加をお待ちしております。

青少年奉仕委員会

紙谷会員（委員長代理）

平成31年 2 月26日に行った大相撲吹二場所の開催ご
協力のお礼として、本日、木瀬部屋より 2 人の関取を
お招きしました。
明瀬山光彦関（愛知県出身）
、大成道喜悌関（青森
県出身）のご紹介と謝辞を述べた後、会長よりお礼を
贈呈しました。そして、両関取より「今場所の勝ち越
しを目指しますので、応援を宜しくお願いします。」
とのご挨拶がありました。
尚、木瀬部屋千秋楽祝賀会が 3 月24日（日）18時30分
からANAクラウンプラザホテル大阪で開催されます。

ニコニコ箱

井伊SAA

近寄ればますます小さき桜の芽

まさお

山牛

福原

斉 会員

建築士のおもな仕事は、「こんな建物を造りたい」
というお客様からの要望に対し、法律にもとづいて、
建築物の設計をし、これをもとに建築現場で指揮・監

第三百七十八回 平成三十一年三月十八日
兼題﹁花・啓蟄﹂

啓蟄や首を傾げてつつく鶏

みかよ

話

とり

蹲踞にさくら舞ひ舞ふ佳き日かな

私の職業

ときよし

卓

35,000円
1,050,000円
5,500円

約束を交はす頭上の桜かな

本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

次回 四月十五日
兼題﹁涅槃絵・燕﹂

●瀧川会員 本日、孫が小学校を卒業しました。先日、
木瀬部屋の力士に相撲を教えてもらった子供です。
●新井会員 大変嬉しいことがありました。
●杦本会員 結婚記念のお花、ありがとうございました。
●郷上会員 いつもお世話かけます。
●西村会員 結婚記念日のお花、ありがとうございました。
●髙木会員 結婚記念日のお花が届きました。すっか
り忘れており、喜びは倍増しました。感謝です。
●木下会員 三男の卒業式でした。これでまずはひと
段落です。河邊会員ありがとうございました。
●橋本
（芳）
会員 3 月の誕生日祝い、ありがとうござ
いました。
●福原会員 本日、卓話をします。よろしくお願いします。
●矢倉会員 おたん生日プレゼント、ありがとうござ
いました。
●井伊会員 誕生日のお祝い、ありがとうございました。

督などを行います。
具体的にどんな建物にしたいのか 要望を聞き取
り、適正な予算に合った提案をすることも建築士の仕
事の 1 つです。
建築士の仕事内容についてもう少し具体的に説明し
ますと、「建物はどんなデザインにしたいか」
「建物内
の構造はどうするか」
「予算はどのくらいか」など、建
物を建てるためのヒアリングをじっくりと行います。
お客様の意見やご希望などを聞き、アイデアを出し合
いながら建物のイメージを膨らませていきます。その
際、建物のデザインだけではなく、そこに住む人やそ
の場所を利用する人の気持ちを考えながら、使いやす
さ・居心地の良さなども考えることが大切です。
建物のイメージが決まったら、実際にイメージを形
にする作業に入ります。建物内の細かな部分を決めて
いき、お客様のイメージに合うような建物の設計図を
完成させていきます。
作成した設計図や工事費の見積もりなどに対して、
承諾を頂き、実際の施工に入ります。現場での施工
は、施工業者（ゼネコン）が行います。建築士は、現
場監督の方と打ち合わせをしたり、工事全体の進み具
合を確認したりします。現場の状況を見ながら、施工
業者の方と相談し合い、設計を修正することもあります。
こうして工事が完成しましたら、お引渡しです。設計
書と食い違いがないか、汚れや傷などがついていないか、
チェックします。その後、完成・お引渡しとなります。
建築士法では、「設計」とは設計図書を作成するこ
ととされています。
設計図書とは建築工事実施のために必要な図面と仕様
書のことです。この設計図書がきちんと作成されてい
なければ、工事監理業務に支障を生じることになります。
また、建築士の社会的使命と職責の重大性にかんが
み、法令等の遵守と品位の保持、地域社会への貢献な
ど 7 か条からなる、建築士会が遵守すべき倫理規定
を定めています。

