
（ 2月9日）

1139

2017年2月16日

平和と紛争予防／紛争解決月間
月間テーマ（2月）

第1139回（本年度 第27回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 2/23 のお知らせ
♬SONG : 「ひな祭り」
●卓話　
　早瀬 道圓 会員
■臨時総会　
　13：30～

♬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

本日は、2018-19年度 大阪南RC山本ガバナー年度の地区代表幹事
予定者である地区財団委員長の宮里唯子氏と地区幹事団メンバー
をお迎えしています。

福田会員が、2018-19年度のガバナー補佐に就任されることになり、
ご挨拶にお越し下さいました。

本日の卓話は、檜皮会員のゲストスピーカーとして、元米山奨学生シ
リア出身のヤヒヤ・アルマスリ氏にシリアの現状についてお話し頂き
ます。先週にもお話ししましたが、我々が国際紛争の惨状に直接触れ
る機会が有りませんが、この卓話を聞かれてロータリアンとして何が



2016-17年度第1138回（第26回例会）
幹事報告 (2/9)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■2月9日（木）
本日は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

出来るか、考えて頂くきっかけになれば幸いです。

嬉しいニュースをお知らせします。

栗山会員が「RI超我の奉仕賞」受賞者に選ばれました。

前年度にスタートしたベトナム・ダナン病院への医療支
援・VTT事業が評価され、計画、申請から実行に至るま
で、際立った努力が認められた結果であると思います。

この事業は、大阪西南RC、茨木RC、台北福齢RC等の
共同提唱クラブの協力と我クラブ会員の協力があっ
て成し得た事業成果が認められ、受賞の栄誉に繋
がったものであり、共に受賞の慶びを分かち合いた
いと思います。

（以下、RIから松本DGに送られたメールをご紹介します）

この度、貴地区の候補者Hiromichi Kuriyama氏が、
2016-17年度超我の奉仕賞の受賞者に選ばれまし
たことをここにお伝えし、心よりお祝い申し上げます。

ロータリーの標語「超我の奉仕」を身をもって実践し
たロータリアンを表彰するための本賞は、国際ロータ
リーからロータリアンに贈られる最高の栄誉です。

受賞者数が最高150名と決められている中、候補者
319名以上の中からさらに傑出したロータリアンを
選び出すのは、RI理事会にとって極めて難しい作業
でした。

表彰にあたっては、特別な発表の場を手配いただけ
るようお願い申し上げます。

（以上、抜粋文記載）

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。

■3月16日（木）
木村眞敏会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

※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。

■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 会長・幹事会（睦輪会）
日時：2月28日（火）　18：30～
会場：ヒルトン大阪

■大阪天満宮観梅（大阪天満橋ロータリークラブ様
のお世話）
日時：3月2日（木）
　　 16：00より盆梅店見学　17：00より亀の池
会場：大阪天満宮
会費：6,000円

■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

■米山感謝祭
日時：3月4日（土）　18：00～20：30
会場：KKRホテル大阪　14階オリオンの間

■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



ロータリーは親睦と互恵に始まり、職業奉仕に目覚め、
それが社会奉仕に展開し、そして国際奉仕の花を咲か
せたと言われています。

ロータリーの国際奉仕はロータリーの世界的発展の賜
物であります。200数カ国の志を同じくする人々が手を
つなぐ事によって期せずして、国際親善、国際理解が出
来るというわけです。

こうして世界のロータリアンがその善意を交換し理解を
深めることによって世界平和をうち立てることがロータ
リーの国際奉仕のねらいであります。国際的な視野に
立って物を見る眼を養うことが大切な事は言うまでもあ
りません。国際理解の具体案を模索しながら、より良い
世界を築き、地球上のすべての人々に対する思いやり
の心を一層効果的に盛り上げる力を発揮することが必
要であると考えます。

ジョンF.ジャームRI会長は「世界はこれまで以上にロー
タリーを必要としています。世界は私たちの勇気、前向
きな思想、理想を必要としています。世界は私たちロー

地区国際奉仕委員会 「平和への願い」

檜皮 悦子会員、 講師 ： ヤヒヤ アルマスリ 様

タリアンが提供できる寛容、協力、希望を必要としており
ます。世界は総ての国の人びとが友情を築きながら一
緒に活動できること事を証明した組織が必要です」とお
話しされております。

今月：2月は「平和　紛争予防・解決月間」です。

シリア出身のヤヒヤ アルマスリさんの悲惨なシリアの現
状をお聞きになり、我々ロータリアンとして何ができる
か考えるべきではないでしょうか。

政治的な問題にはロータリーは関与できません。しかし、
私たちロータリアンは、平和や紛争解決の問題にもっと
積極的に関心をもち、貢献する必要があり、かかわりを
持つことが求められているのではないでしょうか。

平和は異文化間の友情という小さくても素晴らしいこと
から始まります。平和は寛容の姿勢、人は皆自分だけで
は生きられないという事を認識し、そして世界をより良
い場所にしようという決意することから始まるのではな
いでしょうか。

開会の挨拶（井戸本会長エレクト）

本日、第1回ノミニー理事会を迎え、来年の6月まで皆
様にご協力をお願い致します。

次年度はクラブ創立25周年記念・三世代クラブ合同
奉仕事業のホストクラブを予定しており、クラブ創立
25周年記念の特別事業としてインターアクトクラブ
の設立を目指しております。このインターアクトクラブ
の設立は次年度RI会長イアンH.Sライズリー氏の
テーマ「ロータリー：変化をもたらす」に沿うものと考
えております。

クラブの運営につきましては、ロータリーライフを楽
しんで頂く為に同好会の新設、改善等に取組ませて
頂きたいと考えております。これからは、理事会での
活発な議論は勿論のこと、多くのアイデアを出して頂
き活性化を図りたいと思います。

ご協力を宜しくお願いいたします。

日　時：2017年2月9日（木）11：30～
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：井戸本・村橋・西田・木村（眞）・杉村・北村・下岡・嶽下・山本・辻（義）・永井・藤本　以上12名（敬称略）
配布資料：
・ 2017-2018年度年間行事計画（案）　・ 2017-2018年度　委員会構成（案）　・ 2017-2018年度　緊急連絡網

2017-2018 年度 第一回　ノミニー理事会議事録

審議事項

1. 2017-2018年度、年間行事計画について　⇒［ 承認 ］

2. 各委員会・小委任会担当者の人選について
　⇒［ 承認 ］　記載漏れ訂正

3. 各委員会の次年度年間計画について

親睦活動小委員会

　＜活動計画＞
1． 9月16日（土）家族親睦会
2． 10月21日（土）クラブ創立25周年記念例会・祝賀会
3． 12月23日（土）クリスマス家族会（太閤園  桜苑・庵）
4． 1月25日（木）上半期新入会員歓迎夜例会
5． 3月家族親睦会、又は4月、5月（他の事業との関係で）
6． 6月28日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

国際奉仕委員会
1．国際会議開催 6月24日～27日 カナダ トロントにて



【’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

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

日　時：2017年2月9日（木）　13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・高島・満村・栗山・辻（義）・檜皮・山本・杉村・永井　以上12名（敬称略）

2016-2017 年度 第9回　3月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

本日、例会前に第1回ノミニー理事会が開催され次年
度に向けて順調に引き継ぎ等が進んでいます。

クラブ戦略計画委員会の方針の通り、単年度のみな
らず、継続して中期的なクラブの方向性を定める事が
重要だと考えます。これは当理事会、次年度の理事会、
そしてまた次の理事会へと継続的な形で協議を重ね、
クラブ運営及び方向性を定めてゆくことです。

どうか皆様のご協力そして貴重なご意見を頂戴した
いと存じますので宜しくお願い致します。

【報告事項】

1. 年間行事計画について

追加事項・変更箇所：

（クラブ・地区行事　追加・変更箇所）
・3月4日（土）米山感謝祭18：00～
 会場：KKRホテル大阪

2. 創立25周年記念式典・事業ついて

・記念式典（案）／日時：2017年10月21日（土）16：30～
基調講演：名誉会員　白坂琢磨氏に依頼予定

・記念事業（案）／学校法人 開明中学高等学校にイン
ターアクトクラブを設立する

※次回理事会にて資料に基づき協議及び採決後臨時
総会に上程予定

【協議事項】

1. 規定審議会他による定款・細則の変更について

改定案に基づき協議を重ねる。次回理事会にて採決
後臨時総会に上程予定　⇒［ 継続協議 ］

2. NPO法人国際ロータリー日本青少年交換委員会
（RIJYEC）を多地区合同奉仕活動であることを承
認し移行する件　⇒［ 承認 ］

3. 2月14日（火）の裁判員裁判傍聴体験について

・メイクアップの対象とする。 ・昼食費用は参加者個人
負担とする。 ・昼食部屋代2,000円は、職業奉仕委員
会の予算より支出する。　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

今日は次年度の案件も含めてご協議頂きましてあり
がとうございます。また先程の例会で、超我の奉仕賞
を授与された事は、クラブ戦略委員会の目標でありま
す中堅クラブにとって名誉であり、柱になると思います。

ご挨拶の中で謙虚に受け止めて頂いて、私だけのも
のではないというお言葉を頂きましたが、やはりご本
人が頑張って頂いた成果であると思っております。

本日はありがとうございました。

2．台湾GG支援活動・ベトナムVTT支援事業を主体に
3．米山奨学生・学友会に依頼し各国々の学生を集
め文化・慣習を知る文化的なフォーラムを主催

4．各国際奉仕事業の担当制

次回ノミニー理事会にて各委員会の次年度活動計画
（案）の発表お願いします。

4. 2017-2018年度、緊急連絡網について　⇒［ 承認 ］

5. その他
1． クラブ創立25周年記念事業での各委員会に陪席
のお願い

2． ノミニー理事会・月間理事会の出欠を事前に事務
局へ提出

西田会長ノミニー閉会挨拶

次年度は沢山の事業があります。ノミニー理事会及
び理事会で活発な議論を行い、有意義な事業を施し
大いにクラブを盛り上げて行きましょう。

本日はお疲れ様でした。



【’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

会員増強・最強タスクチーム進捗状況
会員増強TASKチームは、大阪中之島RCにとりまして初
めての試みでもあり、大阪中之島RCオリジナルの会員
増強TASKチーム作戦を考えました。会員全員の方が参
加し、データーでも進捗状態が把握でき、「単年度」でも
問題の無い継続的な、いわゆるクラブ戦略計画でもあ
ると思います。この会員増強最強TASKチーム作戦は新
入会員の発掘の目的はありますが、会員全員の方が会

A
藤本
安達
福田

B
井戸本
早瀬
檜皮

C
井本
金森
木村（眞）

D
小林
木村（佳）
北村

E
栗山
満村
村橋

F
村上
永井
西田

G
坂本
岡本
下岡

H
杉村
高島
嶽下

I
戸田
辻（義）
梅原

J
吉田
辻（一）
山本
米倉

＊「進捗確認項目」に各チーム人数を明記しました。 ＊第二回目の結果を見ますと、第一回より会員全員が会員増強
に意識していただいているように思われます。（各リーダーのコメントより） ＊TASKチームの計画書に明記しており
ますが、第三回の各チームの進捗状況提出日は2017年4月20日（木）とさせていただきます。各リーダー宜しくお願い
いたします。

①
②
③
④
⑤
⑥

1 5
1
3 / 3
1
1
1

3 / 1

2

2

1
1
2

3 1

1 4 / 2

会員増強・維持委員長　檜皮 悦子

員増強に関してアクションを起こし、意識していただく事
だと思います。ご協力宜しくお願いいたします。

※2016年10月20日・2017年1月26日に各チームリー
ダーにより第一回・二回TASKチームの進捗状況が提
出されました。A～Jチームの結果報告させていただ
きます。

※第二回進捗状況は朱書きで書かれております。

「進捗確認項目」
①電話・メールにて連絡した ②ロータリーの友、週報を送付した ③入会を勧める目的で面談した
④ゲストとして例会に招待した ⑤会員資格、入会条件などを説明した ⑥当人が入会推薦者となることを承認した

A～Jチーム2016年10月20日・2017年度1月26日入会推奨者進捗状況

2018-19年度地区代表幹事予定者の宮里 唯子様と
2018-19年度地区幹事団メンバーの皆様が

お見えになりました。

栗山会員がRI超我の奉仕賞受賞のご挨拶をされました。



2月9日（木）、会長会が開催されました。

会長会 下岡 陽一郎 木村 眞敏会員のロスター掲載のe-mailに
変更がございました。

（旧）m-kimura@mb1.kisweb.ne.jp
↓ 

（新）m-kimura@shirt.ocn.ne.jp
訂正のほどよろしくお願いいたします。

栗山会員が第1回米山功労者（1０万達成）の
表彰を受けました。

福田会員が第5回米山功労者（5０万達成）の
表彰を受けました。

檜皮会員がポールハリスフェローマルチプル４
（５０万達成）の表彰を受けました。

村橋会長がベネファクター（恒久基金）の
認証を受けました。

北村会員が第７回米山功労者（７０万達成）の
表彰を受けました。

Congratulations!



裁判員裁判傍聴体験記

本年2月14日午前10時に、裁判員裁判事件の法廷が開
廷しました。私の事務所の若い弁護士が受任したことか
ら、事件を知りました。傍聴希望を募ったところ、21名
（キャンセル5名）の参加となりました。午前9時30分に
集合し、法廷に向かうと、既に大勢の傍聴希望者がい
て、定刻には満席になりました。

裁判員裁判制度が開始されてから、刑事事件の様相は
がらりと変わりました。検察官、弁護士、裁判官といった
プロだけで進めていた時の法廷は、専門用語を交わす
ことが多く、傍聴席からはわかりにくかったと思います。
しかし、裁判員裁判では、素人の裁判員が有罪無罪の
判断と量刑判断をすることになるため、裁判員のため
に、裁判官だけでなく検察側も弁護側もわかりやすい訴
訟活動をするよう、工夫を凝らしていました。

本件は、男性が交際していた女性の首を絞めて殺害した
という事案で、弁護側は、暴れる女性を制止するために、
格闘技の絞め技を使ったが、死因は危険ドラッグの影響
にあるので、無罪であると主張しました。つまり、本件は、
否認事件であり、争点は多岐にわたっていますが、①首
を絞める行為が殺人の実行行為といえるか、②絞殺によ
る窒息死か、危険ドラッグによる窒息死か（因果関係）、
③未必（死ぬかもしれないがそれでも仕方ないという心
理状態）を含めて殺意が有ったか、という3点でした。

午前中は、人定質問、起訴状朗読、被告人意見陳述、弁
護人意見陳述と言うように昔ながらのルーティンで進め
られていました。　　

しかし、冒頭陳述（事件の概要を整理したもの）に至って
は、検察官は、裁判員にわかりやすく論点を解説し、
ペーパーもカラー刷りにする等視覚効果も考えていまし
た。弁護側の冒頭陳述では、米国でスタンダードとなっ
ているNITA（全米法廷技術研修所）方式をとりいれ、
ペーパーを見ないで裁判員に語りかけるという技法を
用いていました。一応プロである私も、事案の概要を容
易に把握することが出来たので、裁判員裁判制度のも
たらした成果を見ることが出来ました。

ところで、傍聴後、弁護士会の部屋に移動して昼食をと

職業奉仕委員長　満村 和宏

りながら、参加者の感想を聞いてみました。

本件の背景が、被告人の素行の悪さにあるという印象を
受けた会員からは、「有罪ではないか、弁護側が巧みな
話術を使っている様に感じた。被告人の罪が軽くなるの
は腑に落ちない。」という感想がありました。他方、確か
に主任弁護人が、大阪弁護士会でも屈指の刑事弁護ス
ペシャリストでもあることから、「弁護士の冒頭陳述に感
心した。ドラマを見ているようだった。アメリカの裁判の
様に感じた。検察の冒頭陳述の後、弁護人の冒頭陳述
を聞いて、有罪かどうかの印象が変わった。」等、わかり
やすい裁判であり、且つ迫力を感じてもらった様でした。

又、事件の背景であり、争点の一つである危険ドラッグ
について、「普通に違法な薬物に手を出す世界があるこ
とを思い知った。危険ドラッグが犯罪の温床になってい
ると感じた。20歳そこそこで薬漬けにされたことが痛ま
しく感じた。」という感想もありました。中には、「プロレス
の絞め技を使って子供と遊ぶこともあるが、これからは
打撃と関節技にします。」といった変わり種もありました。

最後に、会長から「今回の職場体験を見て、改めて司法、
裁判の現場を、臨場感を持って体験することが出来まし
た。弁護人の言動を見て、素晴らしいと思いました。殺人
罪というもっとも重い罪の裁判の結果を知りたいと思い
ます。この事件の背景にある、危険ドラッグの世界に、踏
み入ってはならないし、踏み入らせてはならないという
ことを強く感じました。」という締めの言葉を頂き、つつ
がなく閉会となりました。



ニコニコBOX

村橋：2018-19年度地区幹事の皆様を歓迎いたします。

嶽下：ニコニコ

井戸本：雪模様です。

杉村：本日もよろしくお願いします。寒いですのでご自
愛くださいませ。

西田：檜皮さん、卓話頑張って下さい。

満村：ニコニコ

栗山：地区幹事の皆様、歓迎いたします。

吉田：ニコニコ

高島：大雪にならず、ニコニコ

下岡：JR九州七ツ星に乗ってきました。

北村：ヤヒヤ・アルスマリさん、卓話しっかり聴かせて
もらいます。

村上：今日は雪ですね。体調に気をつけましょう。ニコ
ニコ

檜皮：本日の卓話、よろしくお願いします。

戸田：2018-19年度地区幹事の皆様、ようこそお越し
くださいました。

井本：今日は冷たい雨ですね。インフル流行っていま
すのでお気をつけください。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥1,426,220
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 4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 0名
出席者 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
1月19日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
北村 　譲   1 月25日 大阪西南RC

本日のメニュー

●本日のゲスト
檜皮会員ご紹介・ゲストスピーカー
 ヤヒヤ・アルスマリ 様

●本日のビジター
2018-19年度地区代表幹事予定者  茨木西RC
 宮里 唯子 様
2018-19年度地区副代表幹事予定者  大阪南RC
 飯井 克典 様
2018-19年度地区幹事  大阪南RC 山本 和良 様
2018-19年度地区幹事  大阪フレンドRC
 栗原 　大 様

・チキンのコンフィ クレソン添え
・魚介のマリニエール サフラン風味 彩り野菜
・コールビーフとチーズの黒胡椒風味サラダ、コーヒー、パン


