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2018年7月12日
第1206回（本年度 第2回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

皆様こんにちは、今年度会長を拝命いたしました西田です。藤本幹事
共々一年間宜しくお願い申し上げます。

今年度、初例会から大雨で皆様の家の方は大丈夫だったでしょうか。
雨降って地固まるとは言いますが、そうなる事を期待しております。

先月末にお二人退会され会員数が30名を切ってしまいましたが、本
日北村 薫会員の紹介の村木さんが入会され、また30名の大台にの
りました。村木さん今後ともよろしくお願いいたします。

本日のプログラム

次回 7/19 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　クラブ奉仕  クラブフォーラム
　金森 市造 委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　五大奉仕委員長方針
　クラブ奉仕 金森 市造委員長
　職業奉仕 村上 俊二委員長
　社会・青少年奉仕 北村 讓委員長
　国際奉仕 戸田 佳孝委員長



■本日は会長・幹事の本年度の方針発表です。

■7月7日（土）合同地区委員会が大阪YMCA会館で
開催されます。
　地区へ出向されている会員の皆様は出席をお願
いいたします。

■7月7日（日）ロータリー米山総会及び新規奨学生
歓迎会がKKRホテル大阪で17：00より開催されま
すので、ご出席予定の会員の皆様は出席をお願い
いたします。

■7月12日（木）四大奉仕委員会の本年度の方針発
表です。金森クラブ奉仕委員長・村上職業奉仕委
員長・北村譲社会青少年奉仕委員長・戸田国際奉
仕委員長、宜しくお願いいたします。

■7月18日（水）IM6組会長・幹事会が太閤園で18：

2018-19年度第1205回（第1回例会）
幹事報告 (7/5)

幹事  藤本 淳司

そして先週例会に来られました山本会員の紹介の佐
賀野さんもほぼ入会が決まると聞いておりますし、今
日は北村 譲会員のゲストで津崎さんもお見えになっ
ております。是非入会してもらいたいと思います。

この様に明るいニュースも沢山御座いますので、今
年度のテーマ「クラブの活性化」の為に皆様宜しくお
願い申し上げます。

00より開催されます。会長、幹事、出席をお願いし
ます。

■7月19日（木）クラブ奉仕委員会のクラブフォーラ
ムです。金森クラブ奉仕委員長、宜しくお願いいた
します。

　18：00より村橋会長、辻義光幹事の慰労会を淀川
邸にて開催いたします。
　皆様、ご出席をお願いいたします。

■7月26日（木）（小）委員会の本年度の活動方針発
表です。檜皮SAA担当・木村例会運営小委員長・辻
義光会員増強維持小委員長・嶽下会員研修小委
員長・井本親睦活動小委員長、宜しくお願いいた
します。

■8月2日（木）、福田ガバナー補佐の訪問です。

　例会終了後13：40より福田ガバナー補佐をお迎え
して第1回クラブ協議会を行います。各理事・役員
の皆様、ご出席を宜しくお願いいたします。

■8月2日（木）8月の会員増強拡大月間として、満村
会員増強・維持副委員長の卓話です。宜しくお願
いいたします。

■7月のロータリーレート　1米$＝110円

村木 博行会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ



2018-19年度 国際ロータリー会長 バリー・ラシン氏
のテーマは「BE THE INSPIRATION　インスピレー
ションになろう」です。

ロータリーの奉仕は、人々の人生、そして地域社会を
変える力を持っている。真に変化を生み出す奉仕を
もっと実現する為に、私たちはロータリーでの自分の
役割、世界におけるロータリーの役割を、ソーシャル
メディアを活用して公共イメージアップに取り組むべ
きであり、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、
そして創造性を持って正面から立ち向かう意欲を、ク
ラブ、地域社会、そして組織全体から引き出す為のイ
ンスピレーションとなる必要があると言われています。

これを受けて2018-19年度 国際ロータリー第2660
地区ガバナー 山本博史氏は、あえて地区のテーマや
スローガン、キャッチコピーは作らない、しいて言え
ば2660地区のテーマも「BE THE INSPIRATION」だ
と言われています。

「インスピレーションになろう」とは少し分かりにくい
表現ですが、インスピレーションには勿論、ひらめき
とか霊感とかの意味もありますが、私はここで使われ
ているインスピレーションはインスパイアの意味合
いが強いと思っております。インスパイア、すなわち
相手を感動させる、奮い立たせる、鼓舞する、元気付
ける、と言う事です。

したがいまして、今年度の大阪中之島ロータリークラ
ブのテーマも「BE THE INSPIRATION」とさせて頂き
ます。ただし日本語では「クラブの活性化」とさせて頂
きます。勿論クラブが活性化するには、まず私たち大

阪中之島ロータリークラブの会員一人ひとりが元気
で明るく前向きでなければなりません。そして変化を
恐れず持続可能な奉仕活動をする事によってそれに
たずさわった人々、地域社会を元気に、また感動させ、
活性化出来るものと考えております。

第2660地区の2018-19年度の方針は次の10項目
です。

1．ポリオ撲滅への協力をお願い致します。

2．ロータリー賞の受賞を目指してください。

3．ロータリー財団と米山記念奨学会への協力をお
願いします。
年次基金寄付 ： 150ドル／会員
ポリオ寄付 ： 50ドル／会員
ベネファクター〈恒久基金寄付〉 ： 1名／クラブ
米山寄付 ： 30,000円／会員

4．会員基盤を増強してください。

5．ロータリーのIT化への協力と公共イメージ向上
へのチャレンジをお願いします。

6．戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを
策定してください。

7．新IM内の親睦と情報交換を推進してください。

8．ハンブルク国際大会、地区大会、地区事業への
積極的参加をお願いします。

9．「地区ロータリーデー」にご参加ください。

10．地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務
ルールの徹底を致します。

次に今年度の大阪中之島ロータリークラブの具体的
な奉仕活動についてお話したいと思いますが、その
前に今年度は大きな事業がほとんど御座いません。
前年度は大きな事業として、まず大阪中之島ロータ
リークラブの創立25周年記念式典及び祝賀会が御
座いました。その時には片山 勉ガバナー初め地区役
員の方々、姉妹クラブであります台北福齢ロータリー
クラブからは二十数名の方が来られました。三世代
合同社会奉仕事業は私どもがホストで水上隣保館へ
の奉仕事業を致しました。また太閤園三クラブ合同
懇親会も、城北ロータリークラブがホストでしたが御
座いました。

2018-19年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長　西田 末彦



こんにちは、今年度の幹事を拝命しました藤本です。
本日から1年間、皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

初めに村橋直前会長、辻義光直前幹事、1年間お疲
れ様でした。村橋直前会長におかれましては2年間、
会長を務めクラブの為に大変ご尽力頂き、ありがとう
御座います。お二人や先輩方が築いて来られた大阪
中之島クラブの文化や歴史を損なう事なくしっかりと
受け継いで次年度に引き継げる様にがんばって参り
たいと存じておりますので、お二人には今年度は違う

２０１8-１9年度 幹事挨拶

幹事　藤本 淳司

今年度はその様な大きな事業が御座いません。しか
しそれを逆手にとって今年度は今まで理事・役員様
をされた事のない入会してまだ日の浅い会員の方を
出来るだけ多く理事・役員として抜擢致しました。つ
まり明日の大阪中之島ロータリークラブを支えてくれ
る人材を育てたいと思っております。勿論こう言って
いる私もまだロータリー歴も浅くロータリーにそんな
に精通している訳では御座いませんが、出来るだけ
各奉仕委員長に協力したいと思っております。そして
各奉仕委員長には経験も実績もある副委員長をつ
けさせて頂きました。戸田国際奉仕委員長には高島
会員と栗山会員、村上職業奉仕委員長には早瀬会員
と福田会員、そして井本親睦活動小委員長には早瀬
会員と杉村会員。そういう事で各委員長には変化を
恐れず思いっきり自由な発想と行動力で活躍して頂
きたいと思っております。

今年度のおもな奉仕事業としては、国際奉仕委員会
は1月にベトナムダナン病気へのVTT事業、親睦活動
小委員会は年末と来春に親睦家族会、職業奉仕委員

会は前年度に引き続き出前授業と陽松庵での座禅
体験、そして社会・青少年奉仕委員会は8月ににしな
りの子供食堂への支援事業としてボーリングと食事
会、12月には成美学寮での餅つき大会、白坂先生の
日本エイズ学会学術集会への協賛支援等々を予定
しています。

私共大阪中之島ロータリークラブの中長期目標は地
区内での中堅クラブを目指そうです。奉仕事業では
毎年各委員長が中心となって活発な奉仕事業をして
くれておりますし、今年度も地区に沢山の方が出向し
ておりますし高島ガバナーも輩出しましたし、今年度
は福田会員がガバナー補佐を務められ、次年度は北
村 讓会員がガバナー補佐になる事も決まっておりま
す。そう言う意味では地区への貢献度も高く地区内で
も中之島ロータリークラブは活発なクラブだと思わ
れていると思います。ただ如何せん会員数が30名前
後ではやはり中堅クラブとは言いづらいかと思いま
す。5年後の30周年には何とか会員数50名を達成し
たいと思います。今年度はその礎として会員数40名
を目指したいと思っております。

最後に山本ガバナーも言っておられますが、ロータ
リーの主役は地区ではなくクラブです。そしてクラブ
に所属している会員の皆様だと言われています。どう
かその事を常に心に刻んで頂き、自覚を持って自分
がクラブを活性化するんだ、クラブを変えるんだ、地
域社会をそして世界を変えるんだと言うくらいのつも
りで今年一年取り込んで頂ければと思います。

今年一年クラブの活性化の為、皆様のご理解とご協
力を宜しくお願い申し上げます。

角度からクラブのサポートをお願い出来ればと存じ
ておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。

思い起こせば今から2年前に西田会長から幹事を努
めてほしいとご指名を受け、当初、私はロータリーに
NOは無いと先輩方から話を聞いていたのと、西田会
長のクラブの若手を育てて行かなければならないと、
クラブの中でも年が若い私をご指名して頂きました
が、他に幹事に相応しい方が大勢いらっしゃる中で
あえて、当初も今もそうですが、ロータリー歴や経験も



浅い私をリスクを負ってまで私を選んで頂いた事を
嬉しく思い、感謝の気持ちでお引き受けいたしました。

お引き受けした当初は、まだ、2年もあるので何とか
なるだろうと思っておりましたが昨年のノミニー理事
会より書記として理事会に参加させて頂き、理事・役
員の皆様の議論を真近で拝聴し、自分がロータリー
について何一つ理解していない事を痛感しました。

また、辻義光直前幹事の淡々と適格に幹事としての
仕事をこなしていくお姿を拝見しまして、はたして私
に幹事の職が務まるのか不安を覚えましたが、私な
りに本日に向けて準備をして参りました。本日を迎え
て改めて幹事と言う職の重責に身の引き締まる思い
がしております。

本日から2018-2019年度がスタートしますが、本日
を迎えるに当たり、今年の2月からの第1回ノミニー
理事会に始まり、各委員長の皆様にはお忙しい中、
今年度に向けてご準備頂きありがとうございました。

早い委員長ですと昨年よりご準備頂き、大変、熱心に
取り組んで頂きありがたく存じております。

今年度の事業についてですが、各委員会の事業を
しっかりと取り組んでいく所存で御座います。各委員
長には、すでに年次計画をご提出頂き、その事業計
画を元に今年度の各事業を進めて参りますが、その
事業が滞り無く、また、会員の皆様に喜んで頂ける用
に、各委員長と連携し、事業を進めて参りたいと存じ
ます。

今年度は、新規の事業計画も計画しており

①にしなり子供食堂への支援　8月22日

②モンゴルへの救急車の寄贈　来年5月頃

を予定しております。

今年度のRI会長バリー・ラシン氏のテーマ「BE THE 

INSPIRAION　インスピレーショになろう」ですが、大
阪中之島RCもこの「BE THE INSPIRAION」を今年度
のテーマとし、このテーマを西田会長は「クラブの活
性化」と考えており、この新規の奉仕活動を実行する
事によりクラブが活性化するのではと存じております。

会員の皆様には、これらの奉仕事業に積極的にご参
加頂ければと思います。

前年度からの引き継ぎで実施する奉仕事業は

①ベトナムダナン病院VTT支援
　来年1月13日～17日

②成美学寮の支援　12月1日（土）

を行う予定で御座います。

例会の運営につきましてはSAAと親睦活動小委員会
はすでに合同で委員会を開催し、互いに連携し、より
良い例会運営を実施して頂ける物と考えております。

SAAでは秩序の中にも温かい雰囲気作りに努め、ま
た会員相互の親睦を図る為の活動を計画して頂い
ております。

親睦活動小委員会では、その事業を通じ更なる会員、
ご家族同士の親睦をさらに深めて行ける事業を計画
して参りたいと存じております。

最後に幹事としまして先輩からご指導頂いておりま
す、ロータリアンの心得でもあります、4つのテストを
基本にクラブ運営を心掛け、会員の皆様にロータ
リーライフを楽しんで頂けますように、クラブ・会長を
しっかりとサポートしていく決意で御座いますので、1
年間どうぞ宜しくお願いいたします。

本日のメニュー

・サーモンのベーコン巻き
・牛肉のロースト温野菜添え　レフォール風味のソース
・トマトとアーモンドのサラダ、コーヒー、パン



2017-18年度 職業奉仕委員会２０１７～２０１８年度 職業奉仕委員会出前授業アンケート結果
2017-18年度職業奉仕委員会が、6月13日に開明中学

校中学3年生：約300人対象に実施いたしました出前事

業のアンケート結果を掲載させていただきます。

生徒たちのコメントを拝読させていただきましても、彼

らが各自の進路を考える素晴らしい機会であったように

思われます。

◎今日のお話は、私の将来の事を考えるのにとても

勉強になりました。私は将来法律関係の仕事に就

きたいと思って本を借りてみたり、色々調べたりし

ていました。「えん罪」の話では新米の警察官の犯

した大きなミスに驚きを隠せませんでした。

「自白の偏重」のお話では、火傷を負わないと火災

を発生させることができない・・という罪を犯すとこ

ろから、物理的に説明がつかないのに17年もの間

身体の自由を奪われているなんて日本の司法制度

はどうなっているのだろう？と思ってしまいました。

人は見た目や自分の思い込みや主観で判決を誤っ

てしまうなんて・・・思い込みは自分が思うより大き

な影響もっていることを知ることができました。

◎弁護士の仕事は人の人生を良くも悪くも変えること

ができる責任感の大きな仕事だと思いました。検

察官や警察の人が調査をあいまいにして思い込み

だけで無罪である人が有罪に決めつけてその人の

人生を無駄にしてしまうことは絶対に有ってはいけ

ないことだと思った。弁護士は、無罪である人の精

神を支え無罪を貫きとおすことが仕事の一つであ

り、またそれが出来ないと守るべき無罪の人が有

罪判決にされ、その人の人生を無駄にしてしまう。

その点で弁護士は大変重要な仕事であると思いま

す。また裁判官もどれだけ正しい判決が下せる

か・・・責任重大な仕事であると思いました。

◎弁護人を付けたり取り調べの時、録音したりする取

り組みをしたらえん罪が減ると思う。自白させるた

めに精神的にいじめるのは本当に汚い手だと思っ

た。弁護士も思い込みでしてはいけなく、本当に悪

いことをした人が弁護してほしいと言われても弁

護しなければならないので自分の意思を入れたら

いけないし、自分をコントロールしなければいけな

いので大変な仕事だと思った。質問があった、癒着

はないというのが分かって安心した。弁護士もいい

なと考えた。

◎裁判を受けた人が有罪になる割合の高さには驚か

されました。でもそれ以上に0.1%の割合でえん罪

が存在するのには本当に怖い！と思いました。自分

もえん罪をかけられたら最後まで無罪を主張でき

ないだろうな？？と思いながら聞いておりました。質

問の時、「国民審査」について質問したかったけど

時間がなく残念でした。

◎弁護士の仕事は裁判所で働くだけでなく、心のケ

アーもすることを知り、凄い！と思いました。又現場

にも出向いたりして、弁護士は色々な目で視野を広

げて考えなければならなく大切な仕事だと思いま

した。私も、もっと視野を広めて物事を考えたいと

思いました。

◎有罪率の高さは異常だと思いました。しかしそれは

弁護人から見たのであって必ずしも検察・警察が

悪いというわけでなく、多くの事情や状況か有って

そういう結果になってしまったのだと思いました。

◎「真実は一つ」と言われますが一体何が真実なの

だろうか？と考えさせられました。

更にえん罪をなくすために弁護団による再現実験

などが必要である事もわかり、弁護士、検察官、裁

判官になるのもとても難しいと感じました。しかし、

有罪になるという割合は少なからずえん罪がある

ことを意味していると思います。今回の講演で進路

に関する沢山の道が開けました。

◎今まで弁護士は「悪い人たちの罪をできるだけ軽

くする仕事」という印象があり絶対になりたくない

と思っていましたが、講演後自分の考えが変わり

ました。

◎講演を聞いて、弁護士という存在の見方が変わり

ました。弁護士の仕事によって人の人生が大きく変

わってくるのだと思いました。講演はとても分かり

やすくとてもためになりました。

◎弁護士も検察も裁判官も責任がとても大きい職業

です。司法に携わる者として相当な決意が求めら

れると思います。半端な気持ちでは司法試験には

受からないし覚悟が必要だと思いますが、弁護士

もなってみたいと思いました。

◎検察が過度な取り調べをするのはドラマでよくある

ことだが、それは空想の中での話だけであると思っ

ていたが本当に行われているとは思わなかった。

思い込みというのはえん罪を多く生み出すので怖



いと思いました。

◎その検察官にとってはたった一度のミスでもえん

罪になってしまった人にとっては人生を狂わす大

きな問題になってしまいます。それを防ぐためにも

弁護士の仕事はとても重要だと思いました。満村さ

んは最後に「真実とは、本当は1つではなく神のみ

知ることである。それを人間が調べるのだから当た

り前だけど本当の事実に完全にたどり着くのは不

可能だ。」とおっしゃいました。それを聞いて、私の

将来はまだ決めておりませんが今日の講演で弁護

士について興味を持ちました。

◎今日の講演で僕の最も興味のあるえん罪事件につ

いて過去の事例を主題に最近の司法試験の事や

弁護士になるまでの道のりを教えてもらいました。

元々、弁護士や検察官や裁判に関することに興味

があったのでこのような機会に詳しい話が聞けて

良かったです。講演有り難うございました。

2017-18年度 国際奉仕委員長  嶽下 勇治
2017-18年度 国際奉仕委員会＆親睦活動小委員会
合同お疲れ様会を盛大に開催
7月5日（木）、大阪松竹座「和食たちばな」において合同お疲れさま会を開催しました。

1年間委員の皆様には大変ご協力頂きまして、心からお礼申し上げます。引き続き新年度におきましても、活力あるク

ラブ運営を目指して、頑張って行きましょう。



●出席報告
会員数 30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 1名 国内ゲスト 1名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 82.75 %
6月14日の修正出席率 96.55 %

●メイクアップ
丸山 澄高   6 月  9 日 台北福齢RC
岡本 啓吾   6 月  9 日 台北福齢RC
下岡 陽一郎   6 月  9 日 台北福齢RC
北村 　薫   6 月  3 日 甲子園野球大会
杉村 雅之   6 月  3 日 甲子園野球大会

ニコニコBOX

西田：本日初例会です。皆様１年間よろしくお願いし
ます。ニコニコ

木村：新会長、幹事が頑張って下さい。ニコニコ

藤本：皆様1年間よろしくお願いします。

金森：西田年度の船出を祝して

村上：雨がよく降りますね。車の運転には気をつけま
しょう。

北村（讓）：新年度宜しくお願いします。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：辻義光さん、安達さん、嶽下さんお世話になり
ました。今年も宜しく。

山本：西田会長、藤本幹事、執行部の皆様頑張って下
さい。

高島：西田会長、藤本幹事、執行部の皆様大阪中之島
をさらに盛り上げるよう努力してください。

嶽下：ニコニコ

下岡：国際大会に参加してきました。西田丸の出航です。

檜皮：西田会長、藤本幹事の素晴らしい年度に乾杯！
Cheers！

辻（義）：ニコニコ

村橋：新年度のスタートを祝して！！

北村（薫）：新年度です。村木さんを宜しくお願いします。
西田会長、藤本幹事宜しくお願いします。

村木：新入会員です。よろしくおねがいします。

栗山：西田会長、藤本幹事1年間よろしくお願いします。

井本：西田会長、藤本幹事1年間よろしくお願いします。

梅原：西田会長、藤本幹事1年間よろしくお願いします。

本日合計 : ￥61,000
累　計 : ￥61,000

5
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●本日のゲスト
 京都洛中RC 奥田 由之 様

●本日のビジター
 北村譲会員ご紹介 津崎 慶一 様

戸田会員、テレビ出演予定
7月16日（祝・月）午後7時からの4チャンネル「名医
のthe太鼓判」の首肩凝り特集に戸田会員が出演し
ます。お時間が合えば、観てください。

▲お誕生日のお祝い：左より丸山 澄高 会員・早瀬 道圓会員・
　檜皮 悦子会員・西田 末彦会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より村上 俊二会員・山本 肇会員・
　北村 讓会員・井本 万尋会員・西田 末彦会長


