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母子の健康月間
月間テーマ（4月）

第1147回（本年度 第35回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 4/20 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　地区インターアクト委員長

小池 貢 様（大阪帝塚山RC）
■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 : 「友愛の歯車」
●卓話　裁判傍聴のその後
　　　　「未必の故意とは」
　満村 和宏 会員

4月は、母子健康月間です。

ガバナー月信4月号のガバナーメッセージの一部をご紹介します。

世界では疾病、栄養失調、医療の不備、不適切な衛生設備が原因で、
毎年5歳未満の子ども630万人が亡くなっています。

2月の平和と紛争月間について同じお話をしましたが、日本国内にお
いてこの様な惨状を身近に見る事や直接的に支援する事は、難しい



2016-17年度第1146回（第34回例会）
幹事報告 (4/6)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■4月6日（木）
本日は小林会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■4月13日（木）
2660地区IAC委員会 小池委員長に卓話を依頼し
ています。

例会前11：30より第3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11回5月度理事会を開催致します。

と思いますが、ロータリーの国際的な奉仕プログラム
を通じて、寄付をすることによって、様々なプログラム
に参加できる事をご承知頂きたいと思います。

ガバナー月信4月号に記載されている当クラブの寄
付状況をご紹介します。

R財団年次基金寄付については、3月時点にて一人
当たりの平均寄付額が363ドルであり地区内で3位、
同じく、米山奨学金は、35,781円となり、5位という結
果になっています。

今日、早瀬会員からインターアクトクラブ創立費用と
して、大口の資金提供を頂きました。これから本格化
する事業のスタートに大きなお力添えを頂きました
事、皆様へのご報告と早瀬会員に深く感謝申し上げ
ます。

大阪中之島基金の充実がクラブの奉仕事業を進め
てゆく原動力となり、これらの活動がクラブと会員各
位にとって、活動意義の新たな発見や様々な好循環
に繋がっていく事を心より願っております。

理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■4月20日（木）
満村会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■4月27日（木）
村上会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■5月4日（木）
祝日の為、休会です。

■5月11日（木）
永井会員の卓話です。よろしくお願いいたします。

地区委員会、その他の報告です。

■紳士の料理教室
日時：4月6日（木）　17：45～20：00
会場：大阪ガスクッキングスクール（ガスビル1F）
会　費：8,000円　ビジター3,000円
※大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話による
同好会です。

■2017-18年度 地区研修協議会
日時：4月15日（土）　13：00～17：00
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度会長・幹事・各委員会委員長・

地区委員会出向者他

■2017年春のRYLAセミナー
日時：5月3日（水）～5月5日（金）
会場：不死王閣
　　  池田市伏尾町128-1
ホストクラブ：池田くれはロータリークラブ

本日のメニュー

・オードブル盛合せ
（竹炭パン・ブリオッシュ・竹の子フォリット・アスパラ、ナッ
ツ胡麻あえ・鯛のペースト）
・牛フィレ肉のステーキ温野菜添えベーコンと茸のソース
・サラダパナッシェ、コーヒー、パン



本来、ロータリークラブでは政治に関する意見表明は好

ましくないものとされているのかもしれませんが、安倍

首相の頑張りに期待したく、私の考えを述べさせて頂き

ます。

私の高校時代には、日本史の先生は丁度、江戸時代の

終わりで授業を終了し、明治以降は各自自習するように

言われて授業を終えました。

その頃は、何故だろうと思いましたが、先生が言われる

ことだからと従っていました。

今般、籠池問題が発生し、安倍首相が100万円寄付した

とか否かとか、国有地買収に助力したとか、府職員側が

忖度した等々問題にされています。

仮に首相が100万円を寄付されていたとしても、選挙地

ではなく公職選挙法に触れることもありませんし、私学

に寄付をしたということのみで贈収賄にかかることもあ

りません。

本件で最も気の毒なのは、建設資金が払えるめどもな

いこと知らずに、土地を造成し建物を建てた建設会社の

方々が、仕事をしたのに代金をもらえないという方が

もっと問題だと思います。この点は、業者の方は建設代

金（請負代金）の請求訴訟を提起されたようですので、

幾らかの回収は可能と思いますが、一部にすぎないと

思われます。しかし罪なことをしたものです。

ところで、森友学園が幼い園児に教育勅語を復唱させ

ていた姿は異様に感じられます。教育勅語は、天皇が臣

民に発したものであり、現在においては廃止されたもの

となっています。

唯、私は天皇が臣民（国民）に向け発したものとは言え、

あれこれ

小林 俊明会員

その趣旨には現在も通じるところがあり、全てを否定し

なくてもよいのではないかと考えています。

「父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭

儉己れを持し、博愛衆に及ぼし、学を修め、業を習い、

以って智能を啓発し、徳器を成就し、進んで公益を広

め」云々とあります。

これらは実に現在にも通じる普遍の真理であると思い

ます。このようなことを語ると弁護士会から白眼視され

るかもしれません。

日本弁護士連合会の決議で、教育勅語を否定する決議

をしているからです。確かに弁護士はこれを否定しなけ

ればならないかもしれません。

然し、私は教育勅語の中には、現在にも通じる当たり前

のことが記されていると思います。

戦前の教育等を全て否定し、個人主義、利己主義が尊

重され平和に生活している。戦前の教育の誤り（過ち）

が悲惨な戦争を起こし、多くの国民を犠牲にしたのだと

いう考えのもと、戦前の教育を全否定することが唯一無

二の国民の幸福をもたらすのであり、教育勅語への回

帰など許されるものでない、全否定することが正当であ

る。これを語ること自体右翼に通じるものであり控える

べきと言われるかもしれません。

しかし毎日の如く殺人の報道がなされ、しかも、いたい

けない子供が犠牲になった事実を見聞すると心が痛み

ます。

殺人は、自分の我を通す最も危険でエゴイズムの発現

です。仮に、自分の身内の者が被害者になることを想像

すると、とても耐えられません。

とすれば、自分と同じように他人の生命も大切なのであ

るということを常に教え、生命の尊重を教育していく必

要があるのではないかと考えます。

それは各家庭の親がすべきで、学校とかその他教育機

関の任務ではないという意見もあるかと思いますが、私

はどうしても幼いころから家庭のみならず、学校におい

て生命の尊さと他人の生命を奪うことの非道さを教える

べきではないかと思います。



Dテーブル懇親会

2017年4月6日 Dテーブル懇親会
帝国ホテル大阪　ジャスミンガーデン
メンバー（敬称略）：早瀬、高島、西田、辻（義）、檜皮、
　　　　　　　　戸田（書記）

議題「会員増強」

大阪中之島RCは良い意味で“独特の雰囲気”があるの
で、他のクラブと合併は難しいだろう。会員数が40名以
下のクラブは合併の対象となりうるので40名までは会
員増強の努力を続けるべきである。

新規の会員勧誘は難航しているが、今年度復帰がほぼ

戸田 佳孝
皆さんこんにちは。

二年目の米山奨学生が継続できて、皆さんに本当にあ
りがとうございます。

この一年間カウンセラー井本さんと皆さんのお世話が
あってからこそ、日本の生活が楽しくなってきました。

最近は広島の呉市と台湾の基隆市が姉妹市として結ば
れました。大阪中之島クラブと台湾の福齢クラブと同じ
ようなご縁があり、お互いに成長と観光の協力ができま
すようになっていきます。

これからも自分が日本と台湾あと他の国の繋がりがで
きますように頑張ります。

皆さんよろしくお願い申し上げます。

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

Aテーブルのテーブルミーティング

Aテーブルの第1回テーブルミーティングは、4月6日の
例会後、太閤園ロビーの喫茶室に於きまして5名の出席
者で開催致しました。

会議ではなく、雑談の雰囲気で約40分間、野球同好会
の話に始まり、特にスポーツの話題を中心に、短い時間
でしたが絶えることなく意見が戦わされました。

中でも印象に残っている話は、金森会員がくずはロータ
リークラブに在籍されていた時の話で、「中之島の野球
部は強い」と評判だったという事実を聞き、改めて今年
は自信を持って試合に挑もうと、殆どが野球部のメン
バーのこのテーブルで意見の一致をみたという有意義
なミーティングでありました。

安達 昌弘



大阪城北ロータリークラブ様 創立40周年記念式典
大阪城北ロータリークラブ様創立40周年おめでとうございます。記念式典に出席させて頂きました。

紳士の料理教室
4月6日（木）、大阪ガスクッキングスクールにて大阪天満橋RC様の同好会に参加させて頂きました。
ちらし寿司と吸い物、桜餅の3品を作り、楽しくいただきました。
大阪天満橋RC様ありがとうございました。

決定的なメンバーが数人いるので会員数35名以上は
確実であると考える。

人間関係の折り合いが付かず、集団で辞める人が出る
クラブがあるが、その人達もロータリーが嫌いになって
辞めるわけではないであろうから声をかける価値があ
るかもしれない。亡くなったロータリアンのご子息やご

令嬢、メークアップに来て下さっている方のご子息を勧
誘するのも良いであろう。田中作次（元RI会長の）さんの
お話にあった「入会ではなく紹介を求める」ことも行って
いこう。

何はともあれ、今年度1人も脱会者のなかったことは我
ら大阪中之島RCの誇りだと考える。



ニコニコBOX

村橋：桜咲く日本の春を感じます。

嶽下：小林会員、卓話楽しみです。

杉村：本日もよろしくお願いします。

西田：ようやく桜が咲きましたね

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

高島：桜がいっぱいです。ニコニコ

小林：風邪で往生しました。吉田さんお世話になりま
した。

下岡：桜の季節になりましたね。

辻（一）：ニコニコ

村上：いよいよ桜が満開ですね。

檜皮：4月20日は会員増強タスクチーム進捗状況提出
日です。A～Jの各リーダー宜しくお願いします。

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

満村：桜が咲きました。ニコニコ

戸田：小林会員、卓話楽しみです。
来週ホンマでっかに出演します。

坂本：お花見できるか心配です。

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥48,000
累　計 : ￥1,761,220

6
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 1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 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 4名

出席率 87.09 %
3月16日の修正出席率 87.09 %

●メイクアップ
北村 　讓   3 月30日 地区部門別説明会
山本 　肇   3 月  4 日 IM6組インター
  シティーミーティング

●本日のビジター
徳島RC 西野 武明 様

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

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

▲結婚記念日のお祝い：左より吉田 了会員・小林 俊明会員・
　安達 昌弘会員・村橋 義晃会長

▲お誕生日のお祝い：左より小林 俊明会員・村橋 義晃会長・戸田 佳孝会員


