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母子の健康月間

本日のプログラム

月間テーマ（4月）

第1102回（本年度 第37回）例会

次回 4/21 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　私とロータリークラブ
　杉村 雅之 会員
■第3回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第11回5月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　クラブ戦略計画について
　高島 凱夫 会員

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日のお客様、今年の4月から大阪中之島ロータリークラブの奨学生
となりますル・シェン・ユンさんがお見えになっています。ようこそ中之
島ロータリークラブへ！ 皆様には何かと応援して頂きますようお願い
いたします。そして、坂本会員ご紹介の米倉様ようこそお越し頂きあり
がとうございます。ごゆっくりお過ごしください。

本日の会長の時間は、月初ということ4月の特別月間について少しお
話をさせていただきます。



4月は、母子の健康月間ということになっています。少
し内容を分析してみますと、

①5歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減とあり
ます。ここでの罹患率とは発生率と考えた方が分
かりやすいと思います。

②妊婦の死亡率と罹患率の削減。

③より多くの母子に対する基本的な医療サービス
の提供。

④保健従事者を対象とした研修、保健ケアの提供。

⑤母子の健康に関連した仕事に従事することを目
指す専門職業人のための奨学金の支援

これらを強調する月間となっています。

これを機会に、今一度ゆっくりと考えてみてはいかが
でしょうか。

以上で会長の時間を終わります。

2014-15年度第1101回（第36回例会）
幹事報告 (4/7)

幹事  檜皮 悦子

■4月7日（木）下岡会員の卓話でございますが、井戸本
会員が代理卓話をされます。

■4月9日（土）VTT委員会解団式
日時：2016年4月9日（土）18：30～
会場：淀川邸
会費：15,000円

■4月14日（木）杉村会員の卓話でございます。
11：30～　第3回ノミニー理事会
　　　　　（サファイアルームにて）
13：40～　第11回5月度理事会
　　　　　（サファイアルームにて）

■4月21日（木）高島会員の卓話でございます。

■4月28日（木）戸田会員の卓話でございます。

■5月5日（木）祭日につき休会でございます。

■5月12日（木）辻一夫会委員の卓話でございます。

■地区よりご連絡がございます。

①2016-17年度 地区研修・協議会のご案内
　日時：2016年4月9日（土）
　　　  （登録開始 12：30／開会 13：00／
　　　  閉会予定 17：00）
　場所：大阪国際会議場
　　　  【登録受付】5階 メインホール
　　　  大阪市北区中之島5-3-51
　　　  TEL：06-4803-5555（代表）
　出席義務部門：
次年度会長、次年度幹事・S.A.A、次年度クラブ奉
仕、次年度職業奉仕、次年度社会奉仕、次年度
青少年奉仕、次年度国際奉仕、次年度ロータ
リー財団、次年度米山奨学、次年度クラブ研修
リーダー　全10部門

②第2回クラブ社会奉仕委員長会議が開催されます。
　日時：2016年4月16日（土）
　登録：13：00～
　会議：13：30～16：00
　会場：薬業年金会館 601号室

③2015～16年度クラブ職業奉仕新旧委員長会議が
開催されます。
　日時：2016年5月13日（金）
　登録：18：00～
　場所：薬業年金会館 601号室
　議題：職業倫理についての講演
　　　  出前授業、職場体験の体験発表

④2016年ソウル国際大会（2016年5月28日～6月1日）
「国際ロータリー第2660地区 大阪Nightのご案内」
今年度立野ガバナーのお考えで地区内メンバーと
の交流を深めるために［国際ロータリー2660地区
大阪Night］が開催されます。
 日時：2016年5月28日（土）
 　　 16：30 受付
 　　 17：00～19：00　大阪Night
 場所：グランド ハイアット ソウル1F
 　　 リージェンシーボールルーム
 会費：5,000円
登録及び振込：4月28日（木）までにガバナー

事務所宛にFAXまたはメール
にてご連絡ください。
FAX：06-6264-2661
メール：gov@ri2660.gr.jp

※ソウル国際大会登録について
2016年3月31日にて割引登録が締切日
2016年4月1日にて登録・キャンセルが締め切日
2016年6月1日にてオンライン登録締切日

※今後の国際大会



国際大会に出席されることにより「国際」という
言葉の意味が分かり、ロータリー・新しい家族・
新しい友人・そして新しい視野を得ることができ
ると思います。是非！ご出席ください。
2017年　米国  ジョージア州 アトランタ

6月10～14日
2018年　カナダ  トロント　6月24日～27日
2019年　ドイツ  ハンブルグ　6月1日～5日
2020年　米国  ハワイ州 ホノルル

6月7日～10日

⑤2016年～17年度地区補助金の申請受け付けが
2016年3月1日より開始され、2016年4月30日ま
で受け付けられます。2016年8月以降社会奉仕、
国際奉仕活動に利用できます。
地区補助金は原資（地区DDFの50％以下）が枯渇
次第、受付が終了しますので、申請書の提出を急い

でお願いいたします。

⑥2016年4月ロータリーレートは1ドル＝116円です。

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。

法律が出来るまで

井戸本 泰次 会員

税理士法改正や税制改正などの法案について、税政
連・税理士会が一体となって実現を目指している。これ
らの法案がどの様にして出来るのかを理解することによ
り、要望実現に向けて効率的な活動が出来る。このた
め、その仕組みを会員に発信する。参議院ホームページ
と参議院キッズページとにわかりやすく記載されている
ので、これを引用する。

法律案の作成・提出

法案の基となる法律案を提出できるのは、国会議員
（衆・参議院議員、両院の委員会等）と内閣である。

法律案の作成に当たっては、政策を実現する手段と
して法律をつくることが適当か、憲法に適合するか、
他の法律と調和がとれるかなど､多角的に検討され、
法律独自の様式や用語を用いて条文の形式で作成
される。

（参議院ホームページより引用）



（日本経済新聞より引用）

国会審議の流れ

国会の審議は、最初に法律案が提出された議院から
始まる。法律案を受け取った議長は、まず、その内容
にふさわしい委員会を選んで法立案の審査を担当さ
せる（付託）。

委員会は、法律案について詳しく専門的に審査をし
た後採決を行い委員会として結論を出す。

委員会の審査が終わった法律案は次に本会議で審
議される。本会議では、委員会での審査結果を踏ま
え、議員全員で採決を行い、議院としての最終的な意
思を決定する。

最初の議院の審議が終わった法律案は、もう一方の
議院に送られ、同じように委員会の審査、本会議の審
議が行われる。このように、法律案は、衆議院と参議
院の両院で別々に審議され、原則として両院の意思
（議決）が一致すると法律として成立することになる。

法律案は、審議の過程で修正されたり、否決されたり
することもある。また、常に両院の意思が一致すると
は限らないので、憲法では、衆議院の出席議員の3分
の2以上の多数による再議決や両院協議会の制度を
定めている。

法律の公布・施行

成立した法律は、天皇によって公布され、官報に掲載
され国民に知らされる。法律が実際の社会で運用が
始まる事を施行というが、通常、国民への周知の観点
から公布後一定期間をおいて施行される（公布の日
から施行されるものもある）。

●法律案の原案作成

内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所轄
する各省庁において行われます。各省庁は、新たな法
律の制定の方針が決定されると、法律案の第一次案
を作成します。この一次案を基に関係する省庁との意
見調整等を行います。更に、審議会に対する諮問又は
公聴会における意見聴取等を必要とする場合には、
それらの手続きを済ませます。そして、法律案提出の

見通しがつくと、その主管省庁は法文化の作業を行
い、法律案の原案が出来上がります。

●内閣法制局における審査

法律案の原案は、すべて内閣法制局における予備審
査が行われます。内閣法制局における審査は主管省
庁で立案した原案に対して、憲法や他の現行の法制
との関係、立法内容の法的妥当性や条文の表現等が
適当であるかなどについて、法律的・立法技術的に検
討されます。予備審査が終了すると、国務大臣から内
閣総理大臣に対し国会提出について閣議請議の手
続きを行い、これを受けた内閣官房が内閣法制局に
対し同請議案を送付し、内閣法制局は、最終的な審
査を行い必要であれば修正のうえ、内閣官房に回付
します。

●政策決定での政党の役割

それでは、法案作成において、政党はどの様に関わる
のかを説明します。日本は議院内閣制であり、内閣は
政権の座についた政党（与党）で組織されています。
自民党は、政策として採用する議案は政務調査会の
議を経て、党の議決機関である総務会の承認を得た
上で国会に提出します。

つまり、国会の審議を受ける前に与党の審議を受け
る事になります。政務調査会には、部会・調査会・特別
委員会があり、ここで法案の審議が行われます。

部会等は、衆参常任委員会に対応する形で設けられ
ています。国会議員には選挙民の代弁機能があるの
で、部会等で意見を展開し、政策立案を行います。部
会等には、自民党の国会議員であれは誰でも出席して
意見を述べることが出来ます。この事を、平場（ひらば）
で発言するといいますが、法案決定に一定の影響を
及ぼします。調査会には自民党税制調査会があり、税
制改正に関する法案の審議を行い、我々にとって、関



米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

係の深い調査会です。このように、自民党において、部
会等、政務調査会、総務会の議を経る事になります。

公明党も、政務調査会の中に部会等も設けており、政
務調査会・中央幹事会で議決を行います。

▲事業所設立記念のお祝い：左より満村 和宏会員・福田 忠博会員・
　吉田 了会員・小林 俊明会員・金森 市造会員・木村 眞敏会員・
　嶽下 勇治会長

▲結婚記念日のお祝い：左より藤本 淳司親睦委員・吉田 了会員・
　小林 俊明会員・安達 昌弘会員・栗山 博道会員・嶽下 勇治会長

▲お誕生日のお祝い：左より藤本 淳司親睦委員・小林 俊明会員・
　戸田 佳孝会員・嶽下 勇治会長

●法律案の閣議決定

その後、与党政策責任者会議・政府・与党連絡会議を
経て、内閣提出する法律案を閣議決定することになり
ます。そして、内閣総理大臣からその法律案が国会
（衆議院又は参議院）に提出されます。

カウンセラー 井本 万尋 会員



栗山 博道

4月9日（土）ベトナムVTT医療支援団の解団式を太閤
園淀川邸にて行いました。

医療支援団（医師8名と17名のロータリアン）は1月11
日より27日までベトナムダナンにおいて活動しました。

解団式には28名もの方々にご臨席賜りました。会場で
はVTTプロジェクトの成功を喜ぶ声が多く聞かれ、和や
かな雰囲気で式は終了しました。

今回で医療支援団は解団しましたが、今後5年間は現
地への視察、必要ならば再研修を含め、年に1回の訪越
を考えています。今後ともこのプロジェクトにご協力をお
願い申し上げます。

ベトナムVTT医療支援団　解団式
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嶽下：本日の卓話、井戸本会員の卓話、楽しみです。

下岡：井戸本さん、代理卓話よろしくお願いします。早
退させていただきます。

村橋：新しい奨学生、ルーさんを迎えて

檜皮：春の家族会楽しいひと時でした。西田委員長お
疲れ様でした。
井本さん、奥様素敵な方ですね

小林：桜を散らす雨です。
結婚記念日、美しいお花有難うございました。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初でニコニコ

山本：先日の花見、西田さんはじめ親睦委員会の皆様、
有難うございました。

高島：米山奨学生ルー様、ようこそお越し下さいまし
た。2年間よろしく。

井戸本：面白くもなく、笑うところも、落ちもないお話
をさせて頂きます。
睡眠タイムですのでゆっくりお休みください。

村上：井戸本さんの卓話楽しみです。ニコニコ

永井：井戸本さん、卓話たのしみにしています。頑張っ
てください。

辻（義）：ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

西田：春の家族会、皆さんお疲れ様でした。ニコニコ

戸田：日曜日発売の文芸春秋に記事が載ります。立ち
読みいただければ嬉しいです。ニコニコ

栗山：ニコニコ

米倉由美（ゲスト）：初めてニコニコします

本日合計 : ￥54,000
 累　計 : ￥1,831,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0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 1名
出席者 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 81.25 %
3月15日の修正出席率 75.00 %

●メイクアップ
北村 　讓   3 月12日 地区チーム研修セミナー
栗山 博道   3 月12日 地区チーム研修セミナー
高島 凱夫   3 月12日 地区チーム研修セミナー
梅原 一樹   3 月12日 地区チーム研修セミナー
井本 万尋   3 月24日 米山奨学生歓送会
戸田 佳孝   3 月15日 太閤園3RC懇親会
吉田　了   3 月18日 大阪城東RC

●本日のゲスト
坂本会員ご紹介 米倉 由美 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

本日のメニュー

小鉢二種　豆鯵南蛮漬け　蛸桜煮と桜長芋

造　り 鰹たたき　野菜いろいろ、香味ぽんず醤油

蓋　物 竹の子の土佐煮

 春キャベツの豚の角煮巻き、青味

焼　物 サーモン野菜けんちん焼　しらす小松菜
 揚げアスパラ　いかなご釘煮　酢取生姜

食　事 白御飯　香の物

止　椀 赤出汁

4月9日（土）に大阪国際会議場にて地区研修・協議会が
開催されました。

地区研修・協議会


