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平和と紛争予防／紛争解決月間
月間テーマ（2月）

第1138回（本年度 第26回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 2/16 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　地区国際奉仕委員会
　講師　アルマスリ＝ヤヒヤ 様（元米
　　　　山奨学生）
　檜皮 悦子 会員
■第1回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第9回3月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　国際奉仕委員会クラブフォーラム
　栗山 博道 会員

2月は、「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。

我国では、国際的な紛争の惨状を実感することはありませんが、ロータ
リーという国際的大組織が推進する奉仕事業に協賛して参加すること
ができます。これもロータリアンになって出来る事の一つだと思います。

本日11時から今年度2回目のクラブ戦略計画委員会を開催し、次年
度に迎えるクラブ創立25周年事業、クラブ細則の改定、2017年度決
議審議会の決議案提出等について、意見交換をしました。内容につ
いては、後日配信の議事録をご一読下さい。



2016-17年度第1137回（第25回例会）
幹事報告 (2/2)

幹事  杉村 雅之

戦略計画委員会の現況について説明致します。

当地区では、2015年1月に地区戦略計画委員会を
発足し、これまで18回の委員会を開催、当初の目的
は、地区内クラブの委員会発足推進でありましたが、
昨年10月のアンケート調査では、8割強の67クラブ
が発足済となり、当初の目的は概ね達成されました。

これからのクラブ戦略計画委員会に求められること
は、将来の目標や中長期的視点に立って、継続的に
クラブ運営を見定めてゆくことです。

クラブの運営の決定機関は、該当年度の理事会で
す。ロータリーの組織が単年度制ゆえに将来に求め
られる姿を描き、中長期複数年度の継続的方針に
沿ったクラブ運営を行うために戦略計画委員会が必
要とされています。

クラブの将来の姿をどの様に描き運営されているの
か、会員の皆様にもご承知頂きたいと思います。

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■2月2日（木）
本日は安達会員の卓話です。よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、第3回クラブ協議会を開催致します。
多くの会員の皆様のご出席をお願い致します。

本日例会前11：00より今年度第2回クラブ戦略計
画委員会を開催致しました。

■2月9日（木）
檜皮会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会前11：30より第1回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第9回3月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■2月16日（木）
国際奉仕委員会クラブフォーラムです。
栗山国際奉仕委員長よろしくお願いいたします。

■2月23日（木）
早瀬会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後13：30より臨時総会を開催致します。
会員の皆様全員のご出席を賜りますようお願い申
し上げます。

■3月2日（木）
井戸本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いい
たします。

■3月9日（木）
井本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会前11：30より第2回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第10回4月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

※2月14日（火）　裁判員裁判傍聴体験
　集合場所：大阪地方裁判所 1Fロビー
　集合時間：9：30

地区委員会、その他の報告です。

■クラブ戦略計画委員長会議
日時：2月4日（土）　10：00～12：00
会場：YMCA
出席対象者：会長、会長エレクト、クラブ戦略計画

委員長

■地区財団補助金管理セミナー
日時：2月4日（土）　14：00～
会場：YMCA
出席対象者：会長エレクト、会長ノミニー、ロータ

リー財団担当

■地区チーム研修セミナー
日時：2月11日（土）　13：00～15：50
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度地区出向者

■IM6組ロータリーディ
日時：3月4日（土）　12：30～16：30
会場：ホテルニューオータニ大阪　鳳凰Sの間
ホストクラブ：大阪城東ロータリークラブ

■2017-18年度 会長エレクト研修セミナー（PETS）
日時：3月11日（土）　13：00～16：50
会場：大阪国際会議場
出席対象者：会長エレクト



妻から突然別れを切り出された40代の男性の話である。

彼はこう雑誌で述べている。

「もしかしたら、現代の社会はひと組の男女が人間とし
て正直に真摯に向かい合おうとすればするほど互いに
傷つかざるをえない状況なのかもしれない」と。

人生の大切なパートナーであり、ジャーナリストとしての
夫のよき理解者でもあった妻との別離をとおして渾身
で記した手記である。

それをもとに私は語った。

 

夫はジャーナリスト。

副業としてスタートさせたペーパーショップの経営を妻
に任せることになり、その重圧が彼女にかかってきた。

夫は妻が疲れて帰ってきた夜には、夜食を用意したり、
話し相手になったり、心を砕く配慮のある男である。妻
が詩や小説を書くこともすすめ、女性の自立を応援する

いわば「理解のある先進的な男」であった。

子供も小3と保育園児の1人がいた。まあうまくいってい
たのである。その妻から突然別れを切り出されたので
ある。

普通の男なら、頭にくるか、投げ出すか、金をちらつかせ
て踏みとどまらせるか、子供をだしに何かわからないま
ま和解を求めるかのいずれかであろう。

だが男はそれのどれでもなかった。

何故なんだと妻に聞き、また自分の妻への姿勢をも問
いただして深く考えていくのである。

積み上げてきたパートナーとの生活が貴重であるがゆ
えに、夫は妻の別れの理由を聞きたいのである。

ある友人は言う。「本当に奥さんを愛しているなら、殴っ
てもけっても土下座をしても承諾してはならなかったの

「別れたいの」と言われたら　ー 実話をもとに ー

安達 昌弘会員、 講師 ： 宇野 勢津 様

だ。俺ならそうするぜ」と。

友人と違いその男は「妻であっても別の人格である一人
の人間を強制する権利は自分にはない」と思った。

数ヶ月間何度も話し合ううちに、夫は気づいていく。

「男女平等の意識は頭ではあっても、妻を自立した人間
に育てたいというのは傲慢ではなかったか」と。

そして離婚を承諾し、ひとり家を出て行くのである。

彼は離婚後、地獄のような孤独感に苛まれるが、やはり
彼はそこでも考える。

「恋愛をして結婚をして子どもが生まれ、家族という単
位の中に組み込まれてしまうことで、それぞれが一人で
生きていくという厳しさや緊張感が気づかぬところで喪
失していくもののようである」と。

また「自分の人生を大切にし、厳しく総括し続ける結果
として、同じようにそうしようとする相手の立場を理解で
きてくるのだと思う」と。

離婚後、背広を脱ぎ捨て、ジャンバーにジーンズ、長髪
に変えた。友人づきあいも広くなった。馬鹿にしていた
カラオケにも参加するようになった。

「みちのくひとり旅」を歌う自分に驚く。クラシックで凝り
固まった自分が、はじめて自立できた様な気がすると述
べる。

 

この著者は「ばばこういち」である。題名は「なぜ？愛」二
見書房



第3回　クラブ協議会（2016～2017年度）
日　時：2017年2月2日（木）　13：40～14：40
場　所：太閤園　サファイアルーム

開会の挨拶　村橋会長

今年度、第３回クラブ協議会です。協議会は多くの会員
の皆様に出席して頂き、忌憚のないご意見を頂戴し協
議をお願いしたいと存じます。本日もよろしくお願いいた
します。

【協議事項】

1. 会員増強タスクチームの活動進捗状況報告（檜皮会員）

・第3回進捗状況提出日：4月20日

・タスクチームのリーダー10名とミーティングを兼ねた
懇親会を実施予定

2. クラブ戦略計画委員会について（高島会員）

1）クラブのサポート強化
　“会員基盤向上＝会員増強・会員維持”

2）人道的奉仕の重点化と増加

3）公共イメージと認知度の向上
　クラブ内外への広報＝会員増強

村橋会長
入会希望者がおられた場合、タスクチームで検討を重ね、
またロータリーの説明や理解を深めるために必要に応
じて、会長経験者や地区出向者に相談していただきたい
と考えます。

閉会の挨拶　井戸本会長エレクト
大変有意義なクラブ協議会だったと思います。その中で、
アイ・サーブ　ウイ・サーブの言葉が当クラブの慣用句
になっています。one all for の三つのワードを使って、最
近学んだ事をお伝えしたいと思います。
“all for one” “one for all”という言葉をお聞きになった事
があると思いますが、“one for one”では、ロータリーは成
り立たないと思います。新しい思考として、“all for all”と
いう事を考えていきたいと思っております。
本日は本当にありがとうございました。

【’17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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

1137

1138

1139

1140

25

26

27

28

国際奉仕委員会クラブフォーラム

第2回クラブ戦略計画
委員会（例会前）

第3回クラブ協議会

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

卓話担当：安達会員

卓話担当：檜皮会員

栗山国際奉仕委員長

卓話担当：早瀬会員

クラブ戦略計画委員長会議
　2/4（土）10：00～／YMCA
地区財団補助金管理セミナー
　2/4（土）14：00～／YMCA
地区チーム研修セミナー
　2/11（土）13：00～／大阪国際会議場
職業奉仕委員会  裁判員裁判傍聴体験
　2/14（火）9：30／大阪地方裁判
　所1階ロビー集合
IM5組ロータリーデー
　2/18（土）
IM2組ロータリーデー
　2/25（土）
IM6組会長・幹事会
　2/28（火）18：30～／ヒルトン大阪

【’17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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1141

1142

1143

1144

1145

29

30

31

32

33

卓話担当：井戸本会員

卓話担当：井本会員

卓話担当：木村眞敏会員

卓話担当：木村佳弘会員

卓話担当：北村会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

【’17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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1146

1147

1148

1149

34

35

36

37

　

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

卓話担当：小林会員

卓話担当：栗山会員

卓話担当：満村会員

卓話担当：村上会員

地区研修・協議会
　日程：4/15（土）
　会場：国際会議場
◆クラブ戦略計画委員会

IM6組ロータリーデー
　（ホスト：大阪城東RC）
　日程：3/4（土）12：30～
　会場：Hニューオオタニ大阪
PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/11（土）13：30～
　会場：国際会議場



皆さんこんにちは。

最近は世界に色々な変動がありました。

トランプの入国禁止の政策の影響で、JALとANAもアメ
リカへの飛行機ではムスラム教の7国の国民に乗せら
れないこともなりました。

ただ、自由を限ることになると、これからTerrorist  
attackが起こる可能性がわりに高くなると思います。

アメリカの一ついいことを話したいんです。

教育と発達障害の話ですけど、アメリカでは、発達障害が
あるの子どもたちはそれぞれの症状と特性によって、そ
の子に似ってるグループの学校に行くことになりました。

日本では地域によって、子どもが別別な学校に行くよう
になります。ただ、その中に、もし発達障害の子がいれ

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

1月31日（火）～2月3日（金）、JR九州の「ななつ星」に乗りました。

JR九州の「ななつ星」に乗りました 下岡 陽一郎

ば、支援はしにくいです。今の支援学校は主に重度障害
な子どもたちに行くところですから、親たちは自分の子
どもに行かせるのはちょっと納得できないのところもあ
ります。ただ、発達障害の子どもたちが普通の学校に行
くことも彼らにとって、すごく大変なことになります。結局
引きこもりと他の社会問題も可能でしょう。

これからの目標はもっと明らかなわけるシステムを作り
たいんですが、病院の方は教育政策の影響が少なめ、
もし皆さんご協力いただけば幸いです。

ちょっと重いな話しばかり、すみませんでした。

ちなみに、先週は台湾で旧正月でした。皆さんに良いお
年を。

ありがとうございます。



ニコニコBOX

村橋：本日例会後、どなたでもクラブ協議会に参加し
てください。

嶽下：ニコニコ

井戸本：今日も寒いですね。元気でニコニコ

杉村：本日もよろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

栗山：スギ花粉とびはじめています。ご注意を

早瀬：月初です。ニコニコ

高島：ニコニコ

金森：昨夜伏見市長を励ます会、盛会裡に終えました。
ご協力有難うございました。

小林：伏見市長、頑張っておられるようです。ニコニコ

村上：ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

戸田：安達さん、興味ある卓話を楽しみにしています。

坂本：ニコニコ

藤本：いつもニコニコ、有難うございます。

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥44,000
累　計 : ￥1,391,220

2
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7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 24名 外国ゲスト 1名
欠席者 7名

出席率 77.41 %
1月12日の修正出席率 96.77 %

●メイクアップ
井戸本 泰次   1 月19日 東大阪RC
下岡 陽一郎   1 月20日 大阪城南RC

▲お誕生日のお祝い：左より安達 昌弘会員・永井 俊行会員・村橋 義晃会長

本日のメニュー

小鉢二種 南蛮漬け
 しらすさらだ（水菜　春菊　芹　他）
造　り 鮪の漬けに長芋を添えて
 鯛削り作り
蓋　物 風呂吹き大根
 豚の角煮　梅人参　いんげん
 針葱　柚子
焼　物 鰆味噌柚庵焼
 空豆　蓮根の金平（蒟蒻　人参）
食　事 白御飯
香の物 梅干　すぐき　昆布
止　椀 赤出汁

●本日のゲスト
安達会員ご紹介・ゲストスピーカー
 宇野 勢津 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

▲結婚記念日のお祝い：左より井戸本 泰次会員・米倉 由美会員・
　辻 義光会員・西田 末彦会員・杉村 雅之会員


