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2014年1月22日

本日のプログラム

第1044回（本年度 第26回）例会

次回 1/29 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■上半期　新入会員歓迎会
　18：00～　例会
　18：30～　歓迎会

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　「イスラム国」を語る
　講師　高原 剛一郎 様
　岡本 啓吾 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪大手前RCより佐々木様、米山奨学生の郭
様、ようこそお出で下さいました。ごゆっくりご歓談下さいませ。

また、佐々木様より皆様へ絆創膏を頂戴致しました。ありがとうござ
います。

　ラジオ体操をする度に息切れをしてしまう私でございます。今では
面影はございませんが、これでも学生時代はテニスの大会に出場を
しておりました。　　

　今月の10日～13日、14名の皆様とベトナムのダナンへ行って参り
ました。メインはダナン病院への医療機器の寄贈です。その折、次年度
以後の計画でVTTという、地区および国際の発展への助成金が出る
プログラムの意向があり、それを含めての打診をして参りました。次年
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第 2660 地区

2014-15年度第1043回（第25回例会）
幹事報告 (1/15)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は満村会員です。よろしくお願いします。
　本日例会終了後、第8回2月度理事会が開催されま
す。理事、役員の皆様よろしくお願いします。

■1月17日（土）「第2回クラブ広報委員長会議」が開催
されます。

■1月22日（木）の卓話は岡本会員です。よろしくお願い
します。
　1月22日（木）例会終了後、第3回クラブ協議会を開催
します。各委員長ご出席のほどお願いします。

■1月24日（土）「第2回クラブ国際奉仕委員長会議」が
開催されます。

　（1）時間　9：30～11：30

　（2）場所　薬業年金会館301号室

　吉田国際奉仕委員長よろしくお願いします。

■1月29日は夜例会と上半期新入会員歓迎会です。お
間違えのないようにお願いします。

■地区より「地区ロータリー財団補助金管理セミナーの
ご案内」が来ています。

度以降のお話しではありますが、相手側は非常に喜
んでおられました。ダナン病院は外科や整形外科を
得意とし、日本の先生方（お医者様）を派遣して研修
し、技術交換をするということを目的とした事業を進
めていくというプログラムです。また、その折にお手紙
にて、126名の孤児が置き去りにされているお寺の状
況を拝見しました。

国際フォーラムの際に撮影をし、皆様に現状を把握
して頂きたいと考えております。義務教育の段階であ
る小・中学生は助成があるのですが、それ以下の子
どもたちへは何の助成もない状況です。その子どもた
ちを見ていると、何か手助けをしていかなければな
らないという気持ちになりました。

ベトナムに関しましての詳細は、国際フォーラムに於
きまして国際奉仕委員会より報告させて頂きます。宜
しくお願い申し上げます。

　財団補助金プログラムに応募するためには地区財団
委員会が主催する「補助金管理セミナー」への出席
と、クラブ覚書の署名・提出が必要です。
　次年度へ向けて嶽下会長エレクト、村橋会長ノミ
ニー、ご対応よろしくお願いします。

　1． 申込日時　2015年2月6日（金）必着

　2． 開催日時　2015年2月28日（土）　14：00～

　3． 開催場所　OMMビル 2階1-5会議室

■「ロータリーフェスティバル（RF）成功への集い」があ
ります。

　1． 日時　2015年2月14日（土）　10：00～12：00

　2． 場所　ホテルニューオオタニ大阪　鳳凰の間

　下岡会長、辻幹事、檜皮副幹事（RF担当）が出席します。

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）」、「地区
チーム研修セミナー」合同開催のご案内が来ていま
す。嶽下会長エレクト、各地区委員の皆様ご出席のほ
どよろしくお願いします。

　1． 日時　2015年3月7日（土）　12：30～16：45

　2． 場所　大阪国際会議場 10階会議室

本日のメニュー

小鉢三種 紅白膾　黒豆　帆立黄金和え
造　り 鯛　鰊炙り　芽物一式
蓋　物 鱈かぶら蒸し　木耳　銀杏　銀餡　山葵
焼　物 鰆西京焼　紅白砧巻　紅白百合根串
 酢取生姜　檸檬
食　事 白御飯　香物
止め椀 赤出汁

米山奨学生 米山留学生 郭 名純（カク メイジュン）



総合紛争解決センター（総紛）について

満村 和宏 会員

今回は、公益財団法人総合紛争解決センターの活動
の説明をさせて頂きます。

司法改革は、平成12年から実施段階に移りました。
改革の趣旨は、社会の隅々まで法の光を当てるとい
うもので、法化社会の実現という耳慣れないスロー
ガンを掲げられました。前回の卓話で紹介しました法
テラスは、経済的に困窮している国民に対して、弁護
士等の費用を援助することで法化社会を実現しよう
とするものですが、今回は、紛争解決手段を多様化し、
紛争を早期に、柔軟な手続きで、安価に解決しようと
する為の改革に沿う制度です。

一般に、紛争の解決方法として、裁判所に訴えるとい
う方法が中心ですが、和解を好むという国民性から
か、裁判に対する心理的な抵抗は根強いようです。そ
こで、民間の専門家の知識経験などを活用する紛争
解決手段を構築しようとしたのが、裁判外紛争解決
手段（ADR）の活用です。総合紛争解決センターは、こ
の司法改革の流れの中で設立されたADRです。大阪

弁護士会は初め、司法書士会、税理士会、土地家屋
調査士会等の専門家団体や大阪市などの自治体も
参加しています。

解決サポートのロゴは、法務大臣認証の印です。又、
認可されることが困難な公益法人でもあります。

さて、どのような紛争を取り扱っているかというと、在
りとあらゆる民事に関する紛争です。和解あっせん人
3名（弁護士1名と参加団体から推薦されたもの2名）
が紛争当事者双方から事情を聞き、適切な解決方法
をアドバイスするというもので、基本的な構造は裁判
所の調停と同じですが、必ず弁護士が関与し、事案
に応じた専門家2名が加わるという点で違いがあり
ます。費用は、申立時に1万円、成立時に解決金額に
応じて成立手数料を支払って頂きますが、1000万円
の解決でも5万円なので、非常に安価です。

大体3回の期日で解決を目指しており、裁判に比べて
早期の解決になります。実際に扱った事件の資料を
お配りしていますので参考までに読んで下さい。

私は、この「総紛」の運営委員会の広報部会長という
立場なので、一般に宣伝をしなければならないので
すが、今回は卓上カレンダーを作成下ので、皆さんに
お配りいたしました。その中にも解決事例を載せて
います。夏に派天神祭に併せて団扇を作っているの
で、その際に又お持ちします。

と言うことで、今回は「総紛」の宣伝をさせて頂きまし
た。皆様のお知り合いの方でお悩みを抱えておられ
る方がおられれば、「総紛」をご案内下さい。宜しくお
願いします。

名古屋生まれ。大阪教育大学教育学部卒業。貿易商
社にて10年間営業マンとして勤務。

日本各地で聖書講演をすると共に、ライオンズクラ

本日の卓話
「イスラム国」を語る

高原 剛一郎氏の
プロフィール
大阪ヘブル研究所主任研究員
東住吉キリスト集会所属
二男一女の父親
1960年生まれ、大阪市在住

ブ等、企業、財界、大学での講演や教育講演会等、
PTA講師としても幅広く活躍。著書に「世界の流れを
読む」「生きる勇気と聖書の力」他がある。ラジオ関
西「聖書と福音」では毎週関西エリアを中心に、イン
パクトある聖書メッセージを届けている。講演は
YouTubeにて閲覧できる。

イスラエル、中国を中心とした独自の情報収集に基
づく講演は、財界でも注目を浴び、外交評論家として
も知られている。長年の聖書研究、およびシャミル元
首相を始めとしたユダヤ人指導者との交友に基づく
聖書講演は、斬新で好評を博している。



日　時：2015年1月15日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・辻（義）・嶽下・山本・早瀬・福田・村橋・井戸本・
　　　　吉田・北村・辻（一）・檜皮 　以上12名（敬称略）

2014-2015 年度 第8回　2月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）

審議事項
1. 4月の家族会について

現時点（2015年1月15日）において参加者38名＿25
名（会員）、13名（ご家族）、事務局、2012-2013年度米
山奨学生 沈　孟頴さん

※2015年4月11日（土）
18時30分宴会開始（当日15時にチェックイン可能）
京都全日空ホテル

※4月12日（日）
9：00ホテル出発　お花見
17：30分頃　　　 太閤園にて解散

2. 年間行事予定の件
2015年2月19日（木）ロータリー110周年記念卓話

高島会員　⇒［ 承認 ］

3. その他
●台北福齢RCから寄贈された記念品を2015年1月29
日（木）夜例会にてオークションにかける

　⇒［ 承認 ］

●大阪中之島クラブ旗を新調する（￥54，000）

　⇒［ 承認 ］

●クリスマス会の会計報告　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）

【’1５年2月 行事予定】　（世界理解月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1046

1047

1048

1049

28

29

30

31

委員会報告

卓話

国際奉仕委員会クラブフォーラム

卓話

第9回3月度理事会

各委員会・SAA・会計

卓話担当：杉村会員

国際奉仕委員会：
吉田委員長

卓話担当：高島会員

【’14年3月 行事予定】　（識字率向上月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1050

1051

1052

1053

32

33

34

35

卓話

卓話

卓話

卓話

卓話担当：嶽下会員

卓話担当：辻一夫会員

卓話担当：西田会員

卓話担当：梅原会員

第10回4月度理事会

【’15年4月 行事予定】　（ロータリー雑誌月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1054

1055

1056

1057

-

36

37

38

39

-

卓話

会報・雑誌広報委員会卓話

卓話

卓話

休会④

第11回5月度理事会

卓話担当：松任会員

会員研修小委員会 : 
会報委員長：

卓話担当：山本会員

卓話担当：吉田会員

4/9（木）
　第3回ノミニー理事会
4/11（土）～12（日）
　春の家族会
4/11（土）
　地区協議会
4/19（日）～21（火）
　台北福齢RC訪問
　奨学金授与式参加

3/12（木）
　第2回ノミニー理事会
3/7（土）
　大阪国際会議場／会長エレク
　ト研修セミナー（PETS）／地区
　チーム研修セミナー

2/12（木）
　第1回ノミニー理事会
2/14（土）
　ロータリーフェスティバル成功
　への集い
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下岡：ベトナム、ダナン病院、V.T.T.話が進みました。

嶽下：ニコニコ

村橋：ベトナムダナン国際奉仕事業ではお世話にな
りました。有難うございました。

辻（一）：ベトナムより無事帰国、大変有意義な旅でした。

吉田：あけましておめでとうございます。ニコニコ　

早瀬：ニコニコ　

針谷：ニコニコ

北村：ベトナムへ行かれた皆様、良かったですね。

井戸本：新年おめでとうございます。

檜皮：ベトナム人動的国際奉仕事業にご参加いただ
き有難うございました。

大阪大手前RC　佐々木宏様：
年末は大変ご迷惑をおかけしました。今日は皆
様にギフトを贈ります。

本日合計 : ￥24,000
累　計 : ￥1,037,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6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 21名 外国ゲスト 1名
欠席者 8名

出席率 72.41%
12月11日の修正出席率 86.20%

●メイクアップ
満村 和宏 12月  6 日 地区大会

●本日のゲスト
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
大阪大手前RC 佐々木 宏 様

国際奉仕委員会報告 国際奉仕委員長　吉田 了

人道的国際奉仕プロジェクトに参加の為、総勢15名で、
ベトナム ダナンへ行ってまいりました。詳細は2月19日
の国際奉仕委員会クラブフォーラムにて、スライドと共
に報告しますが以下は略報です。

1月10日（土）

大阪を出発して夜ベトナム ダナンに到着しました。

1月11日（日）

バナー高原の世界最長ケーブルで山頂へ、全員大満
足でありました。午后ダナン市内観光。

1月12日（月）

平本先生が宿泊されているホテルで先生ご一行4名
それに臼田玲子氏と合流。

最初にダナン ドン クァンソン クリニックを訪問し今
回のプロジェクトである医療器具の贈呈式を行いま
した。次に臼田さんのU CAFE訪問。午后ベトナム国立
病院にて、副院長、渉外担当医師他と面談、VTTを
使ったロータリー奉仕活動の進め方について協議し
ました。その結果双方窓口を決め、前向きに話を進め
ることで意見が一致しました。このあと臼田さん紹介
の孤児院を訪問し、今回の行事を全て終了し帰国の
途につきました。


