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2021-22 年度 国際ロータリー会長 シェカール・メータ 

国際ロータリー第 2660 地区 2021-22 年度ガバナー 吉川秀隆  

4つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１ 真実かどうか   ２ みんなに公平か   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 

◆次回の例会プログラム◆ 
２０２2 年 3 月 24 日（木） 第 2510 回例会 

    フォーラム： クラブ運営 

◆前回例会◆ 

 2022年 3月 3日（第 2508回例会） 

   橋本亭（Franc et élégant YUZUYA 橋本亭） 

 

（出席報告）     

 会員数 28名 出席者 16名 

 出席率 64％ 

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

皆様こんばんは 本日は桃の節句ひな祭りですね。私

は男三兄弟、息子二人と人生でひな祭りには全く縁があり

ませんでした。また、本日は新入会員の西田様と奥様をお

招きし、初めて橋本亭を利用した移動例会で入会式が執り

行えることも、重ねおめでたい例会となりました。 

まずは西田様、奥様、ようこそ箕面ロータリークラブへ。

心より歓迎を申し上げます。先ほどのご入会のご挨拶を拝

聴し、これまで、ここまでしっかりしたご挨拶をされた新入会

員様がいただろうかと思い、私が拙い会長挨拶をするのが

恥ずかしい思いすらしております。西田様はがんこ石橋苑

と前 2 回の千里阪急ホテルの移動例会を経て、本日晴れ

てご入会いただきました。例会のみご参加いただき、その

後の二次会はご参加されておられませんでしたが、いつも

例会のあと帰りがけに「今日二次会お誘いいただきました

が参加できずに申し訳ございません、ではお先に失礼しま

す！」とても丁寧で律儀なご対応が印象深く、高橋会員の

御紹介でもありましたように、とても真面目な方というのはよ

く伝わってきました。 

我々も西田新会員のことをもっと知りたいと思いますし、

西田様も、どうぞロータリークラブの活動を楽しんでいただ

き、これから会員の皆様とゆっくりと懇親を深めていただき

たいと存じます。また奥様におかれましても本日はごゆっく

りお楽しみいただければと存じます。このような和気あいあ

いとした気の良い紳士淑女の集まりですので、決して怪し

い集まりではございませんのでご安心ください。4 月 21 日

には帝国ホテルで会員の奥様も多数ご参加されて帝国ホ

テルで創立記念例会もございますので是非ご参加ください

ませ。ロータリークラブでの交流の広がり、学びは必ずや西

田様のこれからの人生に役立つことと確信しております。こ

れからどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 さて本日の例会場のこの橋本亭のことです。もともと明治

43 年に建築された旅館で昭和期までにぎわいましたが、

休業し、平成 16 年箕面市の補助金を活用して、滝道が最

も賑わった明治・大正時代の姿に復元し、カフェ・雑貨店の

ある滝道の新たな観光拠点として再生しました。私は正月

の元旦は箕面の実家で過ごし、龍安寺に初もうでに行きま

すが、そのカフェの時代に家族と訪れていました。平成 28

年裏山の崩落で建物が大きく損傷し解体を余儀なくされま

したが、木製建具や結霜ガラスなど今では希少なパーツを

保存・保管し、平成 31 年(令和元年）、箕面市補助金歴史

的な魅力をも持つ「橋本亭」の外観を復元し、滝道のシン

ボルとして復活しました。 

皆様ご承知の通り、その設計を当クラブ木村会員が担当

され、第 40 回大阪都市景観建築賞のいわゆるグランプリ

の大阪府知事賞を受賞されました。本日の卓話はその木

村会員で、卓話をお聞きするのには現地に来るのが一番と

思い、企画いたしました。またお食事は「Franc et élégant 

YUZUYA 橋本亭」のお料理ですが、フランエレガンさんも

とても有名なフランス料理店と聞き及んでおりますで、とて

も楽しみにいたしております。皆様、本日は西田様の新入

会を祝い、楽しみましょう。 

 

 
◆今週の例会プログラム◆ 

２０２2 年 3 月 17 日（木） 第 2509 回例会 
   講演 島津ゆう子 様 
 千里阪急ホテル ２階『クリスタルホール』 
 

 
 



 

 
4つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１ 真実かどうか   ２ みんなに公平か   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 

RI D.2660 箕面ロータリークラブ                                                     2022年 3月 17日発行会報 No.2503 

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

  ・3月の例会について 

 10日 休会  3/12 ロータリーデー 中止 

 17日 講演 島津ゆう子様 千里阪急ホテル 

   24日 フォーラム   箕面観光ホテル  

   31日 休会（５週目） 

  ・大阪ローターアクトと大阪のブリュワリー Derailleur Brew  

Works（ディレイラ ブリュー ワークス）コラボ、チャリティ 

クラフトビールの販売について 

 

◆SＡＡ報告◆            庄司 修二 
ニコニコ 
浦  収会員：木村さん、よろしく！ 
青 敬祐会員：木村さん、おめでとう！！ 
西宮富夫会員：木村会員、受賞おめでとうございます 
黄堂泰昌会員：西田泰様、御入会おめでとう。 

木村会員、卓話よろしく！ 
西脇 悟会員：本日は木村さん、楽しみにしています 
前田建司会員： 西田さん、入会おめでとうございます 
林たかみ会員、河野優作会員、山本貴雄会員、 
高橋太朗会員、西田泰会員 
米山奨学会 
黄堂泰昌会員、河野優作会員、高橋太朗会員、浦収会員、 
西脇悟会員、林たかみ会員、山本貴雄会員 
ロータリー財団 
黄堂泰昌会員、河野優作会員、高橋太朗会員、浦収会員、 
片山秀樹会員、林たかみ会員、山本貴雄会員、西脇悟会員 
ポリオ 
芝野弘三郎会員：西田様、ご入会おめでとうございます  
 
 
◆理事役員会報告◆ 
・4/17創立記念例会について →承認 
・第４期会費・今期寄付金について →承認 
・3/17移動例会後の懇親会について →承認 
・細則変更について →継続審議 
 

 

◆3月のお誕生日◆ 

  

  3月 24日 西宮 富夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆西田 泰様 入会式◆       

 西田泰様の入会式を執り行いました。浦会長より『四つのテ

スト』『ロータリーの目的』の額を授与され、高橋会員より西田

様のご紹介、そして西田様のご挨拶とつづき、入会式も無事

終了いたしました。西田様、どうぞよろしくお願いいたします!               

 

 

 

◆米山奨学金 授与◆        

米山奨学生 イアン・パンニャー様 

 

 箕面ロータリグラブに２年間お世

話になっており、カンボジア出身の

米山奨学生のイアン・パンニャーと

申します。 

 奨学金のおかげで、私は経済に関

する心配をせず、大学院の修士課程

の勉強・研究に集中することができま

した。この２年間の成果として、３つあ

ります。一つ目は、電気工事士の資

格に合格できました。２つ目は、今年の３月に、大阪大学工学

研究科電気電子情報通信工学科専攻で修士論文が完成で

きて、３月に卒業する予定です。３つ目は日本のパワー半導

体メーカーから内定を頂き、今年の４月から勤めるようになりま

す。 

 また、この２年間で、例会より、数多くのロータリアンの卓話に

聞いて、様々なことを学びました。例えば、他人に対する心配

りの姿を見ることができることです。さらに、カウンセラーさんに

面倒を見て頂くことで、新しい経験が触れることができました。

例えば、日本の文化体験や社会貢献方法などです。 

 米山奨学会からの２年間の奨学金がなければ、以上の成果

を実現することができないと考えております。コロナ渦で例会

も行うことができずにもかかわらず、カウンセラーさんが私の家

まで奨学金を持って頂き、その姿を一生忘れられないです。

今後は今まで米山奨学生として得られた恩恵と経験を次世代

の平和につながることとともに日本と母国のカンボジアの架け

橋になるように頑張っていきたいです。 

 最後に、米山奨学会と箕面ロータリグラブの皆様に深くお礼

を申し上げます。心より大変感謝しております。皆様のご多幸

と元気であることを祈っております。２年間、本当にどうもありが

とうございました。 

                       （奨学生レポートより）  
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 ◆卓話◆                   

『大阪都市景観建築賞受賞にあたり』 

～箕面滝道 橋本亭～      木村 貞基会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

 本調査の対象である橋本亭は、明治 43 年頃建築された

木造 3 階建て（一部 2 階建て）の和風旅館建築であり、阪

急箕面駅から箕面瀧安寺及び箕面の滝へと至る観光客の 

賑わう「瀧道」沿い、駅から道では最初に箕面川を渡る「一

の橋」のたもと「箕面公園」の入り口に位置する。 当初は

料理旅館として営業されていたと思われるが、所有者の変

更等を経て平成 11～12 年頃から現所有者の高齢化、後

継者難もあり閉業・閉館していた。しかし、平成 16 年に箕

面わいわい株式会社が、瀧道全体の活性化を目した建物

として全館を借り上げ、市商工観光

課の補助を受けた建築工事（事項

参照）を施した上で１階をテナントへ

貸し出し（カフェ、ギャラリー、店舗）、

２階を各種イベントの場所（３階は倉

庫）として、その活用を図っている建

築物である。 

 

【景観上の特色】 

明治 43年（1910年）箕面瀧道の一の橋のたもとに築造

された旧・橋本亭（旅館）は、明治情緒溢れるたたずまいで

滝道の賑わいの中心として親しまれてきた。しかし、平成

28 年（2016 年）に発生した自然災害（崖崩れ）により巨大

な岩が建物背面を直撃し、建物は全面撤去された。とはい

え旧・橋本亭は 100 年以上にわたって多くの人々に親しま

れ、市条例に基づく都市景観形成建築物として箕面公園

の歴史を見守ってきた大切な観光拠点でもあり、市民から

も再築を望む声が多かったことから、箕面市は国の地方創

生拠点整備交付金制度を活用し、旧・橋本亭の復元を計

画。 

現在の法令上、建築規模や構造的な制限により完全復

元は困難なことから、解体撤去時に保一部再利用し、旧・

橋本亭の外観デザインを踏襲しつつも、新たに箕面川に

面したオープンスペースを設け、箕面の自然と調和出来る

開放的な交流空間を計画するなど、新たな要素を加えて

明治情緒あふれる外観を再定義・再構築し、令和元年に

新生・橋本亭として竣工。その後、令和 3 年に新生・橋本

亭は景観法に基づく景観重要建造物に指定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設計の到達目標】 

阪急箕面駅から箕面大滝にむかい 5 分ほど歩いたとこ

ろにある橋本亭。 

ここは 83.8ha を誇る「明治の森箕面国定公園（国定公園）」

の入り口にあたり、豊かな森林と清流に囲まれた場所であ

るため、如何に緑を取り入れるかではなく、如何に潤沢な

自然景観の中に、違和感なく溶け込むことができるかに注

力した。 

建物は、周囲の森を邪魔することなく、新たに計画した

川べりのデッキも腰壁など視線を阻害する要素を排除する

ことで、かつて、緑に溶け込んでいた旧・橋本亭が、今も変

わらぬ佇まいでそこにあると感じられるように配慮した。また

周囲の森林とともに時を重ね馴染み、かつて旧・橋本亭に

住み着いていたヤモリが再び居を構えてくれることを願い、

敢えて木造建築を採用した。 

建築物そのものがシンボリックな存在であった旧・橋本亭。

できるかぎり部材の再利用を目指したが、構造物をはじめ

多くは建材の役割を終えていた。それでも現代では再現で

きないといわれる独特の歪みのある貴重なレトロガラスの再

利用に成功し、旧・橋本亭で最も特徴的であった対岸から

の一面のガラス格子建具群」の景観を蘇らせることができ

た。この他、「橋本亭の」の金物サインや、結霜（けっそう）

ガラス、吊り灯籠のほか、多くの木製建具を再生し、建物の

命と情景を引き継ぐことも実現できた。 

 

 

 

 

 

   

           

          

            


