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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1186回（本年度 第29回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

日本時間の7日未明、台湾東部を震源とするマグニチュード6.4の地
震があり、大きな被害が出ているようですが、台湾在住の元米山奨学
生のビビちゃんから無事でいることをメールで連絡があり、一文を紹
介致します。

「台湾西部の新竹にいる私も、小規模の地震と大きな揺れをかなり
感じまして本当に怖かったですが、家族全員は大丈夫です。ご安心く
ださい。」

本日のプログラム

次回 2/22 のお知らせ
■三世代合同例会
　ガーデンホール
　12：15～　　　   集合写真撮影
　12：30～14：00　例会

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　国際奉仕委員会

クラブフォーラム
　嶽下勇治委員長



2017-18年度第1185回（第28回例会）
幹事報告 (2/8)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は井本会員です。井本会員よろしくお
願いいたします。

　例会終了後、3月度理事会があります。理事、役員
の皆様ご出席のほどお願いします。

■2月15日（木）の卓話は国際奉仕委員会クラブ
フォーラムです。

　今回はモンゴル、インドネシア、ネパールの米山奨
学生、学友会の皆様に各国のお話していただき、
会員の皆様と討論していただきます。

　嶽下国際奉仕委員長よろしくお願いいたします。

■2月22日（木）三世代合同例会です。

　1．時間：集合 12：15　写真撮影
　　　　  例会 12：30～14：00

　2．場所：ガーデンホール

■地区より｢2018-19年度のための地区チーム研修
セミナー｣のご案内が来ています。

　このセミナーは次期委員長と地区委員が新年度に
向けて就任に備える為に開催されます。次年度地
区委員の皆様はご出席のほどお願いいたします。

　1．日時：2018年2月10日（土）13：00～16：54

　2．場所：大阪国際会議場 3階　イベントホールA

■地区の「第2回クラブ社会奉仕委員長会議」があり
ます。

　1．日時：2018年2月17日（土）10：00～11：50

　2．場所：大阪社会福祉指導センター

■地区より「第2回地区献血のご案内」が来ています。

　この事業は地区の社会奉仕プロジェクトの一環とし

2月4日に東京台場において、米山記念奨学会財団
設立50周年記念式典が開催され、檜皮会員が出席
され会場にて、元米山奨学生の郭名純さんと再会し
てこられました。

彼女は、卒業後、日本企業に就職し、東京に勤務して
いるので、なかなか会う機会がありませんが、これま
でお世話した奨学生達は、クラブや皆さんに感謝の
気持を持ち続けています。

米山奨学制度の目的を理解し、この事業をこれから
も続けていきたいと思います。

て大阪赤十字血液センターとのタイアップにより地
区ローターアクトが長年取り組んでいる事業です。
　参加希望の方は事務局へ連絡お願いいたします。
ただし65歳以上のロータリアンは献血できません
が、献血運動への呼びかけなど応援協力となります。

　1．日時：2018年2月25日（日）

　2．場所：難波バス停横、イオン大日前、京橋駅前、
　　　　  樟葉駅前、梅田HEP前

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）出席
義務について」の案内が来ています。

　1．日時：2018年3月3日（土）

　2．場所：大阪国際会議場

　西田会長エレクト、出席お願いいたします。

■2660地区IM6組のロータリーデーの案内です。

　1．日時：2018年3月17日（土）13：00～18：00

　2．場所：大阪国際会議場 12階

　3．タイトルは「大阪の文化は今・・・」

■地区より「第1回クラブ戦略計画委員長会議のご案
内」が来ています。

　1．日時：2018年3月17日（土）10：30～12：00

　2．場所：大阪市中央区センター

　クラブ戦略計画委員長、ご出席お願いいたします。

■地区よりIM第6組フレッシュロータリアン研修交流
会のご案内」が来ています。

　1．日時：2018年3月17日（土）18：20～20：30

　2．場所：大阪国際会議場 10階 1001･1002号室

大阪城東RCの杉野 政史様が「ＩＭ６組インターシティー
ミーティング後のフレッシュロータリアンのつどい」の

ＰＲにお見えになりました。



弊社は毎日多くの事故に接し事故対応サービスを行
います。

この卓話に接し、自動車保険の契約数を調べてみま
したら、会社で3,000台、個人のお客様でも1,200台
弱ありました。

1年間で約100台の事故対応しますので1カ月当たり
8台～10台自動車事故を捌きます。

自動車保険は示談交渉サービスが付いています。示
談交渉サービスは当事者に代わって事故の示談を保
険会社社員が過失交渉を行ってくれるサービスです。

自動車事故は非常にシスティマティックになっており、
事故が起こるとフリーダイヤルサービスも含めロード
サービス、損害初期対応、工場への案内、アジャス
ター鑑定人、自己査定とスムーズに流れていきます。
しかし示談交渉に応じてくれないときがあります。

それは①過失が契約者にないとき。例えば止まって
いるのに当てられた時などです。②また交渉中に自
分の保険会社にわがまま・無茶をいい過ぎるとき。あ
くまでも常識の範囲以内での交渉です。③勝手に相
手方と交渉に応じてしまった時など。

火災保険は示談交渉サービスがありません。

火災等事故が起こったら、代理店とお客様で解決し
なければなりません。また、鑑定人がすぐに入ります
が、罹災証明を基に家財・建物のことをかなり細かく
契約者は聞かれることとなります。

日本には失火責任に関する法律というのがあり、基
本的に延焼しても賠償責任を問われません。これは
古くから日本の建物は長屋の木造なので火の被害額
が大きく一人に対して多くの賠償額を負わすことの

損害サービスと事故

井本 万尋 会員

できないようになっております。火災保険についての
支払いは最低でも1カ月以上はかかるのでその間の
つなぎの生活費、および住む場所の確保は考えてお
かなければなりません。

傷害保険は基本的に保険金請求はケガが完治して
からになります。

少額であれば、自己申告のみでレセプトも必要のな
い保険もあります。最近では、日射病もうつ病でも傷
害保険が出るようになっているものもあります。

しかし、約款を逆手に読んで給付の常習者になると
保険会社のリストに載ることもあります。

昔は本人確認も厳しくなかったのですが、毒物カ
レー事件の林死刑囚の事件で本人確認も厳しくなり
ました。

賠償責任保険は難しい保険です。何が難しいかとい
うと契約者に過失がないと事故が起こっても保険が
支払えないからです。

示談交渉サービスはありません。

従って、何かの兼ね合いで保険金を契約者が支払っ
てほしいときは代理店と打ち合わせのうえ、被保険
者過失を見つけ出さいないと支払えない保険になっ
ております。

損害課の査定においては、まず、経済的な事故が発
生したのか？免責事項に該当しないのか？被保険者
過失は存在するのか？この3つでまずは有責・無責の
判断を行います。ポイントです。

最後に生命保険は基本的に自分自身や家族が入院・
手術を行ったり保険支払い項目に該当したりするこ
とを忘れないようにしなければなりません。

また、通院給付などにはむち打ち・腰痛など他覚所見
のないものには非該当になるケースがありますので
ご注意を。

また、加入時は告知項目があるので告知項目で聞か
れているところだけ答えることが大事になります。そ
れ以外は聞かれていないので昔患った病気で治って
いるものは告知する必要はありません。

うまく保険に入るコツ、うまく保険を給付するコツなど
ありますのでまたなんなりと聞いてください。



日　時：2018年2月8日（木）　13：35～14：05
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・杉村・北村（譲）・下岡・早瀬・嶽下・山本・辻（義）・藤本　以上10名（敬称略）
配布資料
　1．太閤園三ロータリークラブ合同懇親会のご案内・プログラム 2．2017-2018年度下半期年間行事計画
　3．三世代合同例会プログラム 4．2017-2018年度クリスマス家族会決算書

2017-2018 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）

ノミニー理事会に続き、この理事会にご出席ありがと
うございます。今年度もまだ2月、3月と予定しておりま
す事業が御座います。

今年度末まで皆様には滞りなく円滑に事業が進めら

れますよう、ご協力を宜しくお願いいたします。

【確認・審議事項】

1. 太閤園三ロータリークラブ合同懇親会の件

平成30年3月14日（水）  太閤園 桜宴2階  18：00～

開会の挨拶（西田会長エレクト）

理事役員の皆様、次年度の為にご協力をお願い致し
ます。地区の中堅クラブを目指して頑張っていきたい
と思います。

尚、次年度のテーマは現在検討中であります。

審議事項

1. 緊急連絡網について

所定の分で　⇒［ 承認 ］

2. 委員会構成について

・クラブ戦略計画委員会に金森会員を追加する。

・米山奨学委員会のカウンセラー嶽下会員より

以前のカウンセラー経験者との会合をもって、嘗て

の奨学生と連絡をとる方法を検討し、今までより密に

動けるようにしていきたい

　⇒［ 承認 ］

※尚、各委員会委員長は、3月中に活動報告を提出

して頂きたい。

3. 年間行事予定について

・次年度の例会は47回の開催で、休会は8月16日、12

月27日、1月3日の3回とする。

・理事会は、現行どおり毎月第2例会終了後とする。

日　時：2018年2月8日（木）11：30～12：20
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：次年度理事役員
　　　　西田・村橋・金森・辻（義）・井本・嶽下・村上・北村（譲）・檜皮・北村（薫）・藤本・安達　以上12名（敬称略）
欠席者：木村・戸田　以上2名（敬称略）

2018-2019 年度 第一回　ノミニー理事会議事録

・クリスマス家族会は、12月20日（木）に実施すること

に決定。

・三世代合同例会（ホストクラブは大阪大手前RC）は、

12月15日（土）に行いたい（案）

4. その他
・社会奉仕委員会　北村譲委員長より

新しい提案として、西成子供食堂への支援

　⇒［ 承認 ］

※支援の具体的な方法については北村委員長が再

度検討後に報告。

西成子供食堂とは、一般主婦が中心になり市営住

宅の一室を借り、小学生から高校生までを対象に

特に食事をメインに勉強、遊びの場を提供したり

というボランティア活動をしている。

成美学寮の件については、次年度の支援をどのよう

にしていくか？今年度で終わらせるのか？

次回のノミニー理事会で継続審議

・地区補助金については、3月初めから4月末までに申

請のこと。

社会奉仕委員会、国際奉仕委員会で協議し、是非と

も申請をしたい。

金森理事閉会挨拶

みんなで西田会長を盛り上げていきましょう。

本日はありがとうございました。



例会時間：17：00～（案）

・太閤園三ロータリークラブ合同懇親会のご案内、

プログラム（案）の確認

・大阪中之島RC会員の出席確認が必要

・クラブ対抗歌合戦の参加者を募集

2. 職業奉仕委員会による移動例会

・ユニバーサル園芸社　会社訪問

平成30年4月5日（木）12：30～

　⇒［ 承認 ］

3. 年間行事予定の件

・行事変更に伴い卓話予定者の調整が必要

4. 三世代合同例会の件

平成30年2月22日（木）

太閤園ガーデンホール　12：15～　　　 

・プログラム最終案

　⇒［ 承認 ］

5. 親睦活動小委員会より

・2017-2018年度クリスマス家族会　決算書の確認

・姉妹クラブ台北福齢RC20周年祝賀会、訪問時に親

睦活動小委員会と国際奉仕委員会と合同で家族の

皆様と親睦会（案）を検討

6. 親睦活動小委員会より

・お見舞い金は金500,000円とし、資金は大阪中之島

RCの会員にお見舞い金として募金を募り、その募金

の合計金額が実行金額に達しない場合、特別会計

震災関連積立金から充当する

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

お疲れ様でした。今年度末まで皆様にはご協力をお
願い申し上げます。

【’18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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1193

1194

1195

1196

36

37

38

39

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

卓話担当：満村会員

卓話担当：村上会員

卓話担当：西田会員

卓話担当：岡本会員

地区研修・協議会（ホスト：大阪南）
　日程：4/7（土）

◆春のRYLAセミナー（ホスト：未定）

【’18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

1日（木）

8日（木）

14日（水）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1188

1189

1190

-

1191

1192

31

32

33

-

34

35

太閤園3RC合同懇親会

3/14に変更

卓話担当：金森会員

卓話担当：木村眞敏会員

卓話担当：栗山会員

卓話担当：北村譲会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

【’18年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）
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）

-

1197

1198

1199

1200

-

40

41

42

43

祝日②

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

卓話担当：下岡会員

卓話担当：坂本会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島会員

　

PETS（会長エレクト研修セミナー）
　日程：3/3（土）
太閤園3RC合同懇親会
　日程：3/14（水）
IM6組（11クラブ）ロータリーデー
　日程：3/17（土）



●出席報告
会員数 31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 2名 国内ゲスト 1名
出席者 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 75.86 %
1月18日の修正出席率 83.33 %

・鴨のスモーク　彩り野菜
・鮭と舌平目の重ね焼き　プロバンス風ガルニチュール

ポワローとマッシュルームのクリーム
・コールミートとチーズのサラダ、コーヒー、パン

本日のメニュー

次年度理事役員懇親・親睦会
2月8日午後6時からホテルエルセラーン大阪6階「日本

料理  桂」において、村橋会長、辻幹事、次年度理事役員

の皆様と懇親・親睦会を開催いたしました。

総勢12名の参加者で西田会長エレクトの開会挨拶、村

橋会長の乾杯のご発生の後、美味しいお酒と料理を楽

しみながら、親睦を深める事が出来ました。

終始、和やかな雰囲気の中、午後8時頃に木村会長ノミ

ニーの閉会挨拶で締め括りました。

村橋会長、木村会長ノミニーには次年度に向けての

エールを頂戴し、ありがとうございました。また、当日は

昼の第1回ノミニー理事会にこの親睦会とお忙し中、皆

様にご出席賜りまして感謝申し上げます。

次年度に向けて良いスタートが切れますように今後とも

ご協力をお願いいたします。

●メイクアップ
北村 　薫   1 月24日 瀬戸田RC
北村 　讓   1 月17日 地区職業奉仕委員会
吉田 　了   1 月22日 ベトナム支援事業

●本日のビジター
 大阪城東RC 杉野 政史 様

●本日のゲスト
北村薫会員ご紹介 村木 博行 様

ニコニコBOX

村橋：本日の卓話、井本会員宜しくお願いします。

嶽下：井本会員、卓話楽しみです。ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：大阪城東RC杉野様、ご苦労様です。

途中退席します。井本さんすみません。

金森：西田年度のノミニー理事会に参加して

下岡：ニコニコ

北村（讓）：大阪城東RC杉野さん、ようこそお越しくだ

さいました。

前田：欠席がちの前田ですが、皆様よろしくおねがい

します。

村上：井本さん、卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：井本会員、卓話よろしくおねがいします。

藤本：井本会員、本日の卓話宜しくお願いします。

本日合計 : ￥23,000
累　計 : ￥1,207,000
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