
変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！

2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

YUJI's MONOLOGUE

（ 1月14日）

1091

2016年1月21日

職業奉仕月間

本日のプログラム

月間テーマ（1月）

第1091回（本年度 第26回）例会

次回 1/２8 のお知らせ

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　職業奉仕 クラブフォーラム
　～14：00　小林 俊明 委員長

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■上半期新入会員歓迎会　夜例会
　例会　 18：00～　オーキットテラス
　歓迎会 18：30～　オーキットテラス

会長挨拶
直前会長　下岡 陽一郎

皆さん、こんにちは。

本日、会長がVTT事業の関係へ出張中でございますので、代わりに
私が今日の会長挨拶をいたします。

年初内に株価が急落をしておりまして、中国の経済環境及び中国通
貨及び石油の下落等あり、日経平均が相当な勢いで下がっています。
また、為替に関しましては2年前は80円台だったと思いますが、今で



2014-15年度第1090回（第25回例会）
幹事報告 (1/14)

幹事  檜皮 悦子

■本日、1月14日（木）11：30～職業奉仕委員会が開催
されました。
本日は満村会員の卓話になっております。
例会後第8回2月度理事会がございます。理事役員の
皆さまご出席宜しくお願いいたします。（ご欠席の方
は必ず委任状の提出をお願いします。）

■1月21日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムでござ
います。小林職業奉仕委員長宜しくお願いいたします。

■1月28日（木）は夜例会でございます。例会後、上半期
新入会員：金森会員・坂本会員の歓迎会がございます。

　　場所：オーキッドテラス

　　例会：18：00～

　　上半期新入会員歓迎会：18：30～

■2月4日（木）委員会報告でございます。各委員長宜し
くお願いいたします。例会後第3回クラブ協議会が開
催されます。理事役員の皆さまご出席宜しくお願いい
たします。

■2月11日（木）は祭日の為例会休会でございます。

■2月18日（木）村橋会員の卓話でございます。
11：30～第1回ノミニー理事会が開催されます。
例会後第9回3月度理事会が開催されます。

■2月25日（木）国際奉仕委員会クラブフォーラムでご
ざいます。
辻一夫国際奉仕委員長宜しくお願いいたします。

■地区よりご連絡がございます。

①2月6日（土）9：00～ 2015～2016年度 第2回クラ
ブ国際奉仕委員長会議が薬業年金会館で開催さ
れます。辻国際奉仕委員長ご出席宜しくお願いい
たします。
同日2月6日（土）14：00～ 大阪YMCAにて第1回ク
ラブ戦略計画委員会が開催されます。会長・会長エ
レクトご出席宜しくお願いいたします。

②国際ロータリー第2660地区2015～2016年度第
2回地区献血

献血場所：樟葉駅

時間：12：00～15：00

当日献血活動に終了後懇談会も用意されているそ
うです。
ご協力宜しくお願いいたします。

③地区財団ロータリー補助金管理セミナーが開催さ
れます。

日時：2016年2月20日（土）

登録：13：30～

場所：大阪YMCA会館2Fホール
　　  tel：（06）6441-0893

会長エレクト・会長のノミニー・2016～17年度：
ロータリー財団委員長・幹事・社会奉仕委員長・国
際奉仕委員長ご出席宜しくお願いたします。

④IM第6組第4回会長・幹事「睦輪会」が開催されます。
会長・幹事が出席いたします。

日時：2016年2月25日（木）18：30～

場所：新大阪ワシントンホテルプラザ　「桜の間」

⑤地域的社会奉仕活動の一つとして「大和川・石川ク

はそれが120円台を越しています。

今後、アメリカで金利が今年度3、4回上がると予測さ
れているのですが、その都度「もっと円安になる」とい
うことをエコノミストが言っていました。現実は急に
円高の方向へ行っており、今日で117円台で、去年一
番円安になったのは125円台ですが、それが130円
台になると言っていたところで、現実には117円、瞬
間的には116円になっております。

なかなかプロの言うことをあてにするとろくなことが
ないということですね。

恥ずかしい話になりますけども、私も112円台のとき
に「必ず円安になりますから」と言われて、ちょっと予
約を入れたんですけども、逆に円高にふれています。

ただ、私どもは特に為替が影響する事業をやってい
るものですから、年間一千万ドル以上を使っているも
のですので、一円違うと一千万円違います。だから、
経費節減よりも、為替のような現状我々の感知でき
ない動きに影響するものですから、輸入業務をして
いると、輸出もあれば相殺もありますが、輸入一辺倒
だとそういう問題を起こします。

そういうことで、今年一年、日本経済も良くなるという
意見が圧倒的に多いですが、なかなか読めないのが
経済かもしれません。それをカバーしながら一年間、
将来を踏まえてやっていかなければいけませんので、
なんとしてでも頑張りぬかなければいけないと思っ
ていますし、中之島RCもこのVTTでトータル一千万
以上のお金を使って医療支援をしているわけです。

それに対してやっぱり我々が寄付金を余分にするこ
とによって、その見返りとして国際RCからバックする
お金も増えてくるということで、できるだけたくさんの
寄付をしていただきますよう、それは必ず戻って来る
ものですので、お願いいたします。

一つ言い忘れました。日本円が円安であるように、ア
ジアではマレーシア、インドネシアが通貨安なのでも
し家族旅行されるのであればお勧めです。



皆さん方が、法律問題に関わった時に、どのようにして
解決をするかというと、通常、交渉・調停（ADR）・裁判
（訴訟）という経過をたどるのが一般的です。この場合、
多くの方は、弁護士を必要とするのですが、弁護士報酬
等の裁判費用を誰が負担するのかについて、説明させ
て頂きます。

裁判に負けた者が、相手方の弁護士費用も負担するべ
きだという議論もありますが、大企業に有利になり、消
費者等の権利保護に欠けるため採用されていません。

従って、本来は、依頼する者が自己負担することになり
ます。つまり、自助と言うことになります。　

しかし、低所得者層については、この負担が困難な方が
大半です。そのためにリーガルエイド（法律扶助）の制度
があります。以前の卓話でご紹介した日本司法支援セン
ターの法律扶助です。

一定の資力要件を満たす方に、弁護士費用を立て替え
る制度で、生活保護受給者については、償還が免除され
る場合があります。償還額は、月5,000円程度です。これ
が、公が助ける制度（公助）です。

ところで、高額所得者については、有能な弁護士を、自費
で依頼できるとしても、中間層の方については、法律扶
助が使えないとなると、なかなか法律問題の解決に弁護
士を依頼しようとはしないのではないかと思われます。

法的サービスの自助、共助、公助について

満村 和宏 会員

リーン作戦」のご参加のお願いでございます。

開催日：2016年3月6日（日）午前中　［雨天中止］

開催場所：大和川・石川流域の各市で清掃場所の
設定がされます

詳細は追って連絡されるそうです。　

⑥2016-2017年度PETS：会長エレクト研修セミナー

例えば、交通事故や医療事故については、賠償責任保
険という商品があり、加害者については賠償金の他、弁
護士費用も保険給付されます。つまり、保険は、共に助
ける（共助）ということになります。

しかし、被害者についてはどうでしょうか 。事故で傷害
を受けた、命を失った等という場合、通常は生命保険や
疾病・傷害保険の給付しか得られませんので、裁判費用
は出ません。ところが、最近注目されつつある保険商品
があります。

権利保護保険というものです。損害保険各社が、自動車
保険や火災保険、総合保険等色々な保険の特約として、
保険加入者が被害者になった場合に、損害賠償請求手
続きの代理人弁護士に支払う費用を負担してくれると
いうものです。

年1,000円から2,000円程度で利用できます。是非とも
自動車保険や火災保険などに加入される際には、この
特約欄のチェックボックスにチェックを入れてください。

ところで、これらは大半が被害救済の場合を想定してお
り、離婚問題や労働問題など、一般的な民事事件につ
いては使えませんが、最近、プリベント少額短期保険会
社から、権利保護保険が売り出されました。「MIKATA」
という商品です。

これは、日常生活上の大半の法律問題が対象となり、弁
護士費用を弁護士に支払ってくれるのです。更に、今年
から、損保ジャパン日本興亜株式会社から、「弁護士の
ちから」という商品が発売されました。これは、団体保険
の形態を取り、構成員の日常の法律問題の内、被害事
故、人格権侵害、遺産分割、離婚、借地借家、労働に関す
る問題について費用を出してくれます。

「MIKATA」も「弁護士のちから」も、日弁連と提携をして
おり、弁護士の知り合いがいない場合でも紹介をしてく
れるので、非常に便利です。

一度、加入されている保険の内容を確認され、弁護士費
用保険等に加入されていない場合は、これを機会に加
入されることをお勧めします。

は3月12日（土）、研修・協議会は4月9日（土）に大
阪国際会議場にて開催されます。

⑦2016～17年度国際ロータリー第2660地区の地
区大会は、大阪北RCがホストクラブを務め、2016
年12月9日（金）・10日（土）に開催されます。

⑧2016年1月のロータリーレートは1ドル＝120円です。



日　時：2016年1月14日（木）
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・村橋・小林・北村・針谷・西田・永井・辻（義）・檜皮・杉村 　以上10名（敬称略）
配布資料：
・ 2015-2016年度年間行事計画 ・ クリスマス家族会　決算書
・ 事務局複合機見積書 ・ 訪越時買い物明細

開会の挨拶（下岡直前会長）
今年度も下半期に入りました。皆様宜しくお願い致し
ます。

審議事項

1. 2015-2016年度年間行事計画
1/21の例会は檜皮幹事が訪越の為、辻（義）副幹事が
代理を務める。　⇒［ 承認 ］

2. VTT開会式における国旗セット、ベトナムの
　孤児院へのお土産
（玩具）の購入費を国際奉仕委員会の予算で支払う。
　⇒［ 承認 ］

3. 親睦活動小委員会 西田親睦活動小委員長
・ クリスマス家族会の決算報告
・ 新入会員歓迎夜例会の報告
　 1/28（木）例会18：00～　歓迎会18：30～
　 会場：太閤園　オーキッドテラス

・ 春の家族会の報告
　 4/3（日）14：00～　
　 大阪屋形船にて花見を予定
　 集合場所　天満橋　八軒屋浜
　⇒［ 承認 ］

4. 事務局複合機の交換について
相見積を取った結果、システムプラン（株）よりリース
する。　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（村橋会長エレクト）
本日もありがとうございました。

2015-2016 年度 第8回　2月度定例理事会議事録

【’16年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
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

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

1096

1097

1098

1099

1100

31

32

33

34

35

休会：太閤園3クラブ合同懇親会
　　  により例会変更
3/15（火）17：15～オパールにて例会

卓話担当：村上会員

卓話担当：永井会員

卓話担当：西田 会員

卓話担当：岡本会員

第10回4月度理事会
第2回ノミ二ー理事会

3/12（土）　PETS
3/15（火）　3クラブ合同懇親会
第2回ノミニー理事会
1100回記念例会

4/9（土）　地区協議会
　大阪国際協議場
第3回ノミニー理事会
4/22(金)～24(日）　台北訪問

第1回ノミニー理事会
第二回クラブ国際奉仕委員会会議
2/6（土）　9：00～
　薬業年金会館
第一回クラブ戦略計画委員長会議
2/6（土）　14：30～登録
　大阪YMCA会館

【’16年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1101

1102

1103

1104

36

37

38

39

卓話担当：下岡会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島 会員

卓話担当：戸田会員

第11回5月度理事会
第3回ノミ二ー理事会

【’16年2月 行事予定】　（平和と紛争予防／紛争解決月間）
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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1093

-

1094

1095

28

-

29

30

委員会報告

祝日①

国際奉仕委員会
クラブフォーラム

各委員長

卓話担当：村橋会員

国際奉仕委員会
辻（一）委員長

第3回クラブ協議会

第9回3月度理事会
第1回ノミ二ー理事会
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ニコニコBOX14
1

嶽下：VTTうまくいっているとのことです。
村橋：昨日ベトナムから帰国しました。VTTスタートし

ました。
小林：来週は職業奉仕フォーラムです。よろしくお願

いします。
吉田：ニコニコ
針谷：ニコニコ
北村：皆様今年もよろしくお願いします。VTT頑張りま

しょう。
村上：新年明けましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いします。
永井：満村先生の卓話、楽しみです。ニコニコ
満村：ニコニコ
岡本：ニコニコ
戸田：満村先生、卓話楽しみです。
栗山：ニコニコ
井本：満村先生の卓話、楽しみにしております。

本日合計 : ￥24,000
 累　計 : ￥1,369,000

●出席報告
会員数 33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 1名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 75.00%
12月10日の修正出席率 100%

●メイクアップ
梅原 一樹 12月17日 SAA委員会会議

人道的国際奉仕、VTT事業 幹事 檜皮 悦子

今回は二回目の訪越となりました。

19時にダナンに着きタクシーを拾いバイクのスリリング
にも慣れ異国情緒の夜に暫し旅の疲れが癒されやした。

翌日お約束しておいたDr．Anh、Dr.Hanにお会いしてお
話の機会をいただきました。

お手紙はDr.Anhが、大阪中之島ロータリアンの皆さま
方に感謝とともに内視鏡の技術の素晴らしさを報告さ
れました。また、最後に関西医科大の先生方のご指導の
素晴らしさをお話しされました。

先生の手記

●本日のビジター
大阪東RC 領木 誠一 様

本日のメニュー

・ビーフカレー　・メスクランサラダ、コーヒー


