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2014年10月9日

本日のプログラム

第1031回（本年度 第13回）例会

次回 10/16 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
■泉博朗ガバナー公式訪問日
■ガバナーとの懇談会
　11：30～　淀川邸　鶴の間

♬SONG : 「小さい秋」
●卓話　米山奨学委員会卓話
　講師　地区米山奨学委員長

近藤 菜穂子 様
■11月度理事会
　13：40～　蔵の間

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレク
ト、大阪大手前RCより佐々木様、ようこそお出で下さいました。
ごゆるりとご歓談下さいませ。
先日の日曜日に野球大会が行われ、我がチームは監督の指導の下、
勝利することが出来ました。最初は9-2の差で勝っておりましたが、最
終回で女性バッターが出てきました。そこで満塁ホームランを打たれ
てしまいました。それは監督の女性への優しさであったような気が致
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2014-15年度第1030回（第12回例会）
幹事報告 (10/2)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は小林会員です。題名はありませんが、よ
ろしくお願いします。
　例会終了後13時40分より戸田ガバナー補佐を迎え
て第2回クラブ協議会を行います。各委員長の皆様よ
ろしくお願いします。

■本日15時30分より、三世代クラブ合同社会奉仕事業
の第2回の会議を行います。
　会長、幹事、社会奉仕委員長、出席お願いします。

■10月は職業奉仕、米山月間です。10月9日（木）米山
奨学委員会の卓話です。
　地区米山奨学の近藤菜穂子委員長をお迎えしてお
話をしていただきます。

■10月16日（木）、泉ガバナーが訪問されます。会員の
皆様、全員出席お願いします。

■10月18日（土）2014年度第6組インターシティミー
ティングが開催されます。

　1． 時間　13：00～17：00

　2． 場所　コングレコンベンションセンターホールA
　　　　　 （グランフロント大阪北館B2F）

しました。最終的には9-7で勝利となりましたので、結
果良かったと思っております。
　台北締結10周年まで1か月と迫って参りました。実
行委員長及び委員会の方々で色々話は進めて頂い
ておりますが、皆様の熱意をもった歓迎をして頂かな
いと、なかなか成功へ導くことが出来ないと思いま
す。ご婦人方を含めまして総勢34名の方が台湾から
来られます。今まで来られましたメンバーとしては最
大になります。皆さまどうぞ宜しくお願い致します。
　また11月には3世代のRCにおいて、成美学寮での
餅つき大会をはじめ、色々な行事が入って参ります
ので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

■10月23日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムを行
います。福田委員長よろしくお願いします。

■10月30日（木）台北福齢RC姉妹締結10周年行事を
行います。当日は夜例会です。

■地区米山奨学委員会から「第5回国際ロータリー第
2660地区米山奨学生ふれあいスピーチコンテスト」
の実施と応募のお願いが来ております。

　1． 日時　2014年11月8日（土）13：00～16：00

　2． 場所　ホテルニューオオタニ大阪

▲お誕生日のお祝い：左より満村 和宏会員・下岡 陽一郎会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より高島 凱夫会員・下岡 陽一郎会長

▲結婚記念日のお祝い：左より梅原 一樹会員・嶽下 勇治会員・
　針谷 紘一会員・満村 和宏会員・辻 一夫会員・下岡 陽一郎会長



朝日新聞の誤報

小林 俊明 会員

1．私は、自宅では朝日新聞と産経新聞を購読している
のですが、去る8月5日と6日の2日間に亘って朝日新
聞が、所謂従軍慰安婦に関する記事と福島原発の事
故収束のために尽力していた吉田昌郎所長を裏切り
所員たちが現場から逃避したと報道した記事を取消
すと発表したのです。

２．所謂従軍慰安婦の問題とは

朝日新聞は、1982年9月2日付朝刊で戦時中に朝鮮
で慰安婦の強制連行があったと報じたのです。

これは元山口県労務報国会下関支部の動員部長吉
田清治という人が前日に大阪で「昭和18年の初夏に
済州島で若い朝鮮人女性を狩り出した」旨の講演を
して、それを聞いた朝日新聞の記者がこれを新聞記
事とし、全国に知らせたのです。朝日新聞はこの後、
15回に亘りこの関連記事を記載しています。

これの何処が問題なのでしょうか。そもそも「従軍慰
安婦」という国語自体が無かったことなのです。当時、
民間業者が慰安所を設けていたことは事実のようで
す。韓国にもキーセンと呼ばれる慰安所、女性が存在
したことも事実です。唯、従軍という文字からも判るよ
うに、吉田氏は済州島で200人もの婦女子が軍の関
係者や警察官により強制的に狩り出され、慰安婦と
して連行されたという事実があり、自分もこれに関与
したというのです。

唯、後にこの記事に疑問を持った人も少なかったよう
で、秦郁彦という人が済州島で現地の人に聞き取り調
査をしたが、誰一人そういう事実は知らないとのことで
あり、強制連行の証言は得られなかったとのことです。

そもそも一度に200人も、それも嫌がる女性を無理
矢理トラックに押し込み連れ去ったということである
が、仮にそういったことがあれば、自分の子や妻を強
制的に連行されるとすれば、済州島の女性の夫や父
にあたる人々は黙っていないのではないか。仮に当
時、日本が朝鮮を併合していたとしても反抗反撃する
人が出てくる筈だが、そういう証言は一つも得られな

かった。吉田氏の言うことは全くの虚構であったと断
じたのです。

この朝日新聞の16回に亘る記事が韓国の人々の反
日の心に火をつけたと言われています。

この吉田清治氏は「私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行」
という本を書いていますが、これは全く事実に基づか
ない虚構だったのです。

ただ、これら朝日新聞が吉田氏の本を根拠に、従軍
慰安婦問題を記事にしたことにより、世界に日本人は
悪い民族だといういわれなき非難を浴びるように
なったのです。

これら吉田氏の証言（実は事実ではなかった）を基に
従軍慰安婦問題を朝日新聞が報道したことにより、こ
の問題は世界に広がりました。

国際連合の人権委員会でもスリランカ出身のクマラ
スワミ女史が従軍慰安婦問題を取上げ日本に謝罪を
求めています。又、この種の問題に厳しい立場を示す
欧州（特にクリスチャン）は厳しい意見を出しています。

韓国は日本国大使館前に従軍慰安婦像を建立し、カ
リフォルニアのグレンデール市にも設置しています。
アメリカ国内にもこれを数十個建立する予定だそう
です。私はこの像を見る度、情けなく思います。日本は
本当に貶められています。朝日新聞は誤報により世
界に日本非難の種を播いたのですから、これを摘み
とる努力をして頂きたいものです。

3．もう一つは福島原発の吉田所長に関する記事です。

朝日新聞は「所長命令に違反、原発撤退」「福島第一
所員の9割」と報道したのです。

これは国会事故調査委員会が暴発当時の出来事を
吉田昌郎所長にヒアリングをした結果を調書にまと
めたものです。

朝日新聞はこれを独自に入手したとして表題のよう
な報道をしたのです。約700名の所員たちの約9割に
当たる所員が「吉田所長の命令に違反した。現場か
ら福島第二（2F）に撤退した」と報道したのです。

この調書は当初非公開とされていたのですが、皆様
もニュースで見られたと思いますが、先日菅官房長官
が公開する旨を発表されました。

この調書によると「作業に必要な人間を指名して残し
て、それ以外の人間は、一回避難しろと言って、バスに
乗せて避難させた」と言っているのです。吉田所長は。

又、「基本的に考えるとやっぱり発電所にいる人の命
なんですよ。これを守らないと、その周辺の人の命も
守れない…これが大基本だと思うんですよ。」と述べて
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戸田ガバナー補佐と松川ガバナー補佐エレクトが
お見えになりました。

おり、何処にも所員たちが命令に違反したという事実
は出てこない、むしろ避難するように命じている訳で
す。決して日本版セウォル号事件ではなかったのです。

唯、この朝日新聞の記事により世界に賛賞された50人
の従業員の方々の名誉は著しく傷付けられたのです。

4．この報道につき、朝日新聞の社長が謝罪会見をされ
ましたが、その間にもう一つ問題が発生しました。そ
れが池上彰氏のコラム掲載を拒否した事件です。

池上氏は朝日新聞との間で「私の書いた内容をその
まま掲載して頂く条件で始まったコラムなので、それ
が出来ないのであれば打ち切らせて下さい」と伝え
たそうです。

事の発端は、朝日新聞の要請で池上氏が月に一回「新
聞ななめ読み」というコラムを書いていました。ところ
が、慰安婦問題等を発表した朝日新聞の記事につい
て検証して、その記事を取消したことは良いが、謝罪
がなかったことに疑問を呈しました。すると朝日側は8
月29日に掲載予定の記事を載せなかったのです。

これを某紙が伝えたところ、言論の自由を旨とする新
聞社が他人の言論を封殺するのかとの大批判が朝
日新聞に向けられたのです。

「自由に書いて下さい」という契約なのに、自社への
批判があれば載せないというのは、言論の自由の封
殺以外の何ものでもないですよね。

これを受け入れ約1週間後9月4日に、コラムは掲載
しましたが、池上氏は今後もコラム執筆を続けるかど
うかは明確にされていません。

5．クオリティペーパーと言われた朝日新聞が従軍慰安
婦記事に至っては32年間も誤りを正さず、これにより
如何に世界に「性奴隷国（SEX SLAVE）日本」を広め、
日本の評価を貶めたか。これらを払拭して正しい評価
を得られるよう朝日新聞は努力して頂きたいものです。

ロータリークラブは政治に触れないことになっていま
す。従って政府や国会に要請することは致しませんが、
これら朝日新聞の記事により宮沢元総理大臣が8回
も謝り、河野元官房長官が所謂河野談話を発表した
点など真実に基づいているか否か朝日新聞には、こ
れを正しく直す責任もあるのではないでしょうか（河

野談話は関係ないという人もいますが）。

上記問題の誤りの原因の一つには、記者が自ら対象
に赴き、所謂現地取材をしていないことであるとも指
摘されています。

自ら襟を正し、謙虚に反省し日本の信頼を回復して
頂きたいと思います。

最近、朝日新聞へのバッシングが過剰だとの意見も
出ていますが、慰安婦の少女像が建造されているの
を見ると心が痛みます。

朝日新聞の記事が発端だとすると、これだけでも撤
去するよう努力しなければならないのではないで
しょうか。

本日のメニュー

・秋刀魚とサーモンのラビゴットソース きのこ添え
・仔牛のミラネーズ 温野菜添え デミトマトソース
・メスクランサラダ、コーヒー、パン



開会の挨拶　下岡会長
　素晴らしいクラブ形成に向かって充分に話し合いましょう。
高島会員
　ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクトがお見えになって
　いる良い機会なので地区への要望があればお話し下さい。

【協議事項】

第2回　クラブ協議会（2014～2015年度）
日　時：2014年10月2日（木）　13：40～
場　所：太閤園2F　サファイアルーム
出席者：理事役員、各委員長、入会3年未満会員
　　　　下岡、辻義光、嶽下、山本、北村、福田、木村、
　　　　早瀬、村橋、安達、檜皮（敬称略）
オブザーバー：戸田ガバナー補佐
　　　　　　　松川ガバナー補佐エレクト　高島会員

1.クラブ奉仕委員会 村橋委員長
クラブ奉仕委員会は、会員増強委員会、例会運営委員会、
親睦活動委員会、会員研修委員会の小委員会を主体に
クラブ奉仕活動を行います。ロータリークラブの大きな
課題である会員増強は、例会運営の在り方、会員相互の
親睦、ロータリーを正しく理解することの等、これらの委
員会機能が大きく影響すると考えます。「会員増強は、ど
のクラブでも共通する課題であり、最適な運営例などに
ついてご指導いただきたい」という意見に対して、戸田
ガバナー補佐から「各クラブの共通課題である会員増強
については、即効性のある解決手段はないが、成功事例
のある他クラブの運営などを参考にされ、クラブに応じ
た活動をされるのが有効である」との要旨の返答を頂き
ました。

2.会員増強委員会 木村委員長
会員増強・維持は、クラブ活動の円滑な運営、活性化に
不可欠であると一般に言われていますが。そもそも、ロー
タリークラブは、一定数の会員が確保できなければ、その
活動自体が不可能となるのです。
従いまして、我がクラブのような少数クラブおける会員の
増強・維持は、その存立がかかっていると言っても過言で
はないのであります。
この意味で、会員増強・維持活動は、非常に重要な活動
であり、当小委員会のみならず、各委員会と連携のうえ、
全クラブ員の協力で推し進めたいものと考えています。
ところで、昨年度は1名の純増で会員総数は28名となり
ました。
しかし、本年度は、1名の入会がありましたが、2名の退会
があったため、本年度の会員数は、1名の減となり、結局
会員総数は27名となってしまいました。
そこで、本年度の目標は、30名に増員し、一人の退会者
も出さない退会者0に挑戦したいと思っております。

戸田ガバナー補佐：IM6組でそれぞれのクラブの活動記
録を紹介し合い、また活動計画などIM6組全体で作成し
ロータリーのPRに使ってはどうか。
又、新入会員を他クラブにmake-upに連れて行ったり活
動の場に参加させたりする。

高島会員：1～2年ではなく長期計画を立てて考える必要
がある。楽しいクラブだけでなく研修も大切である。

3.例会運営小委員会 嶽下委員長
本年度活動方針は、年次計画書の通り「明るく楽しい例
会運営づくり」を目指します。その基本は会員増強・維持
のためのものであり、新しい仲間を迎えるためにはまず、
我々の仲間としての意識を高め、明るい楽しい活気のあ
る例会を務め、気持ちよく入会していただく環境づくりを
図って行くことだと思います。その為、昨年に引き続きラ
ジオ体操や会員同士の会話できる時間を設け、ビジ
ター・ゲストに対する温かい対応、そしてより一層の週報
の充実を図って行きたいと考えております。

4.親睦活動小委員会 北村委員長
事業計画書にある内容で事業を進めてまいります。ただ
8月度の家族会親睦会は、台風の為中止となりました。当
面、10月30日に開催される台北福齢RCとの姉妹クラブ
締結10周年式典・祝賀会の準備に頑張っています。

5.会員研修小委員会 北村委員長
8月に第1回親睦小委員会と合同で開催の予定でしたが、
台風の為中止となりました。2回目は来週春の予定をし
ていますが、今年度は、各委員会の事業が多くあるので
状況を見て開催を決めたいと思います。当委員会が担
当である定款と細則についてRIの規定審議会の決定に
基づいて定款と細則の変更をします。理事会で決定した
ものを年次総会1カ月以上前に会員に提示し、年次総会
に於いて決定するつもりです。

6.職業奉仕委員会 福田委員長
本年度の事業計画で、出前事業、職場体験学習のうち、
どちらかを選択して実施する予定でしたが、出前事業は
予定していた事業の対象者には今年度はそのニーズが
ないことが判明し、又、職場体験学習を実施する職場の
探索に手間取り、これらの事業を断念しました。
そこで、10月の職業奉仕月間では、職業奉仕の概念は理
解できないという声が大きいので、10月23日の委員会
卓話で職業奉仕の概念について会員全員と考えるため
準備中です。

7.社会奉仕委員会 安達副委員長
本年度にはいり8月28日の例会におきまして辻一夫委
員長による社会奉仕委員会担当卓話を実施いしました。
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下岡：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。

山本：昨日私が所属する住宅経営協会の家主の部屋
で入居者（やくざ）が暴れ、その残務処理のため
会長会を欠席しました。
申し訳ありませんでした。

嶽下：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。

村橋：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。
よろしくご指導お願いいたします。

辻(義）：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレク
トをお迎えしてニコニコ

辻（一）：本日早めに出さしてください。お詫びです。
吉田：ニコニコ
早瀬：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト

をお迎えしてニコニコ
針谷：孫が一度に2人出来ました（双子の女の子）！！

戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト
ようこそおいでくださいました。

高島：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト
ようこそ大阪中之島ロータリークラブへお越し
くださいました。ご指導よろしくお願いします。

小林：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。

北村：戸田ガバナー補佐、松川ガバナー補佐エレクト、
大手前佐々木様、ようこそお越しくださいました。

木村（眞）：ニコニコ
安達：野球同好会寝屋川RCに快勝しました。今年は

全勝します！
大阪大手前RC　佐々木宏 様：

いつもお世話になっております。

本日合計 : ￥44,000
累　計 : ￥476,000

●出席報告
会員数 27名 国内ビジター 3名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 19名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 70.37%
9月11日の修正出席率 96.29%

●メイクアップ
松任 保勇  9  月  6 日 全国甲子園野球大会
梅原 一樹  9  月  6 日 全国甲子園野球大会

●本日のビジター
大阪東淀ちゃやまちRC （ガバナー補佐）戸田 和孝 様
新大阪RC （ガバナー補佐エレクト）松川 雅典 様
大阪大手前RC 佐々木 宏 様

次に本年度の東北支援事業を昨年同様、台北福齢RCと
合同で岩手県の2か所に決定しました。
岩手県下閉伊郡岩泉町の岩泉町立小本中学校及び小
本小学校に対して楽器関係、吸水ローラー等、雑誌架を
寄贈。
同九戸郡野田村の野田村教育委員会に対して少年用野
球用具、少年柔道着、テニスボール、長同太鼓を寄贈。
上記商品の現物は、既に現地に到着済み、来る11月4日
に中之島RCより7名が現地訪問し目録を感謝状の交換
等を行う予定です。
又本年度中之島RCの担当であります三世代合同奉仕に
つきましてはこの15年間継続して餅つき大会の奉仕を
続けております成美学寮に対して大月4K液晶テレビ1台
を寄贈することも決定しております。尚この現物は既に
成美学寮に到着しており11月15日の餅つき大会の際に
は使用している様子を参観させていただき正式な授与
式は同月27日の三世代合同例会において行う予定です。

戸田ガバナー補佐：“何が必要か”ニーズにこたえる奉仕
事業の難しさがある。また次年度を見え備えて計画を立
てなければならない問題点もある。

8.国際奉仕委員会 檜皮副委員長
※ヴェトナム医療支援につきましては地区補助金から
20万円中之島RCより20万で医療器具を支援させてい
ただきます。2015年1月10日～13日にかけ13名で訪問
いたします。今回は以前より孤児支援の依頼があります
クァンフォン寺も訪問する予定です。
※台北福齢RC支援事業において奨学生に20万円支援
させていただきます。
※台北福齢RCとの姉妹クラブ締結10周年事業として10
月30日式典及び10月31日京都観光を予定しております。
現時点で福齢RCより34名出席されます。
※2015年6月6日～9日間サンパウロ国際大会が開催さ
れます。2015年5月31日～6月8日にかけて中之島RCか
ら6名の参加で登録を終えました。
※大阪中之島RCが大阪鶴見RCと台北華朋RCとの姉妹
クラブ締結に御力添えをさせていただきました。2014年
11月1日に姉妹クラブ締結式典が実施されます。
※現時点ではまだ進行中ですが台北福齢RCが実施国
提唱クラブ、中之島RCは共同提唱クラブになり識字率向
上分野でグローバル補助金を申請するつもりです。両ク
ラブ共初めての試みでやはり言葉の言い表し方、文化の
違いで難しい面が多々にありますが大きな支援事業な
ので努力させていただきます。

9. SAA委員会 早瀬委員長
例会で秩序維持を乱す行為、私語を慎まない、途中退席
等の行為を制止するというのがSAAに与えられた重要な
役目の一つであると思います。毅然とした態度で臨んでい
きたいと思いますが、やはり時代の流れと共に以前のよう
に厳しく注意を与えられないのが大変残念に思います。

戸田ガバナー補佐のお言葉
訪問いたしましたどのクラブよりも沢山のお話を聞かせ
ていただき有意義なお時間をご一緒させていただきま
した。有り難うございました。

閉会の挨拶　下岡会長エレクト


