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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1215回（本年度 第11回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 9/27 のお知らせ
♬SONG : 「日の風も星も」
●卓話　
　北村 薫 会員

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■臨時総会 （事業・決算報告）

本日は四宮ガバナーエレクト始め長谷川様、梅本様、多田様ようこそ
お越しくださいました。ごゆっくりご歓談ください。

先々週の土曜日に地区の財団セミナーに行って参りました。財団セミ
ナーですので当然地区補助金やグローバル補助金の説明があり、福
家PGによるポリオ撲滅の詳しい説明もありました。その中にグローバ
ル奨学生の発表があり結構印象に残っておりますので少し紹介した
いと思います。



米山奨学生は中之島にもショウさんがおられますし
皆さんよくご存知だと思いますが、グローバル奨学生
とは馴染みが薄いと思います。日本人でグローバル
補助金を利用して外国で大学院レベルの教育を受
け地域社会や世界で活躍出来る未来のリーダーを
育てるプログラムです。2660地区でも毎年1～2人し
か合格者が出ていません。

本日お越しになっている大阪西南ロータリークラブ
提唱のバッティー亜夢斗君で、彼は勿論日本人で大
阪大学卒です。父親がパキスタン人である事から一
度は父の祖国に行ってみたいと大学の時に初めて
行ったそうです。パキスタンはアフガニスタンと隣同
士なので、そこで彼はタリバンから来た人々と話をす
る機会があったそうです。タリバンと言えば反社会的
勢力、テロ集団ですのでそこでの生活はさぞ悲惨な
生活をしていたものと思っていたら、彼らが言うには
タリバンに居た時の方が生活が楽で楽しかったと
言ったそうです。それを聞いて彼は大変衝撃を受け
紛争について興味を持ったそうです。そしてグローバ
ル補助金制度を使い、ロンドン大学の大学院で色々
と学び、中には「比較紛争分析」や「武装集団論」も学
んだそうです。来年の2月からは外務省在オランダ大
使館専門調査院の化学兵器禁止機関に勤めるそう
で、紛争予防や紛争解決に役に立ちたいと考えてい
るらしいです。

今年の地区大会の初日の金曜日にも発表しますので、
興味のある方は聞きに行って頂きたいと思います。

■本日は前田会員の卓話です。宜しくお願いいたます。

　例会終了後、第4回10月度理事会が御座います。
理事・役員の皆様はご出席をお願いいたします。

　また、理事会終了後、指名委員会を開催いたします
のでご出席予定の皆様、宜しくお願いいたします。

2018-19年度第1214回（第10回例会）
幹事報告 (9/13)

幹事  藤本 淳司

■9月20日（木）臨時総会です。前年度事業報告：辻
義光会員、前年度会計報告：嶽下会員、前年度会
計監査報告：下岡会員、ご準備宜しくお願いいたし
ます。

■9月27日（木）北村薫会員の卓話です。ご準備、宜し
くお願いいたします。

■10月4日（木）社会奉仕委員会フォーラムです。北
村讓社会奉仕委員長、ご準備宜しくお願いいたし
ます。

■10月11日（木）米山月間として米山奨学委員会、
下岡委員長の卓話です。ご準備、宜しくお願いいた
します。

地区委員会、その他の報告です。

■「2018-2019年度 クラブ青少年奉仕合同委員会
のご案内」が届いております。

　日時：2018年9月15日（土）13：30～16：30

　場所：大阪YMCA国際文化センター 2階ホール

　北村讓委員長、ご出席をお願いいたします。

■三世代クラブ有志一同懇親会のご案内が届いて
おります。

　日時：2018年9月20日（木）18：00～19：30

　場所：アサヒ ビアレストラン スーパードライ梅田

　会費：5,000円

■「米山奨学委員長・カウンセラー研修会のご案内」
が届いております。

　日時：2018年9月29日（土）
　　　 13：30～登録　14：00～16：00 

　場所：サニーストーンホテル江坂　別館3階

　下岡委員長・嶽下カウンセラー、ご出席をお願い
いたします。

四宮ガバナーエレクトがお見えになりました。



今日は、代理卓話をお願いしていました。

講師として、衆議院議員大阪2区選出自民党所属の
元防衛副大臣・左藤章先生の、「日本の防衛につい
て」という題目で講演していただく予定でしたが、左
藤先生は自民党大阪府支部連合会会長の職にあり、
先日の台風21号による被害についての対策会議が
政府で急きょ開催されることになり、地元大阪の要と
して出席せざるを得なくなりました。また引き続き大
阪万博の誘致推進本部事務局長代行としての会議
が東京で入り、どうしても東京・大阪を行き来する時
間が取れなくなりました。

つきましては左藤章代議士の講話はあきらめ、本来、
私がすべき卓話をすることになりました。代理卓話の
代理として私が卓話させていただきます。

その前に左藤章代議士からFAXにてメッセージが届
いておりますので、一部披露させて頂きます。

以上が代議士からのメッセージです。途中からは内
容が第三者にわたると、万博誘致などに影響を与え
かねませんので、省略させていただきました。

まず最初に、卓話予定者であった左藤章代議士の紹
介をさせて頂きます。それから左藤代議士の講話演
目、「日本の防衛について」に関係することを少し披
露させていただきます。

東京裁判の会場の話、大陸から見た日本地図の話、
南京大虐殺記念館の話、そして平成20年の9月北朝
鮮を訪問した時の話などを話したいと思います。最
後は私の持ち歌、「相撲甚句」で占めたいと考えてお
ります。

「左藤章プロフィール」

1951年　福井県あわら市生まれ

本日の例会のご盛会をお慶び申し上げます。お
約束しておりました講演を直前にお断りしなけ
ればならなくなり、誠に申し訳ございません。

本日皆様の前でお話しすることを以前より楽し
みにしておりましたが、急遽、自民党本部にて第
4回台風21号の被害対応・復旧対策会議が開
催されることとなり、現在自民党大阪府連会長
をさせて頂いております私は、その会議に出席
し対応しなくてはならなく、お約束しておりまし
た講演ができなくなりましたことを心よりお詫
び申し上げます。誠に申し訳ございません。

そして、台風で被害に遭われた方に心よりお見
舞い申し上げます。

9月7日には、安倍内閣総理大臣、小此木防災担
当大臣、石井国交大臣、野田総務大臣、世耕経
産大臣、二階自民党幹事長、岸田自民党政調会
長へ台風被害に対しての復旧支援全力でして

日本の防衛問題について

前田 隆司 会員

もらうよう大阪府連所属の国会議員とともに要
請して参りました。

その結果、翌日8日には世耕経産大臣が停電対
応のため関西電力を訪問し、11日には小此木
防災担当大臣に神戸港、南海鉄道「尾崎駅」、関
空等の視察をしていただきました。また、昨日
12日、岸田政調会長とともに私も府下市町村か
ら被害状況や復旧のための要望を聞き、その後、
泉南市内や関空連絡橋の事故現場を視察して
参りました。

一日でも早く関空が復旧しないとインバウンド
や物流に大きな影響を与え、関西経済、日本経
済に大打撃になります。また、2025大阪万博誘
致にも影響しかねません。関空代替として、神戸
空港、伊丹空港への振替えも対応していく所存
です。

今回、残念なことがありました。それは大阪府が
災害対策本部を立ち上げていないことです。

本来であれば、知事が本部長の災害対策本部
を設置して対応しなくてはならないほどの大規
模災害です。しかしながら松井知事は「危機管
理管が長の対策室のみ」という最低レベル4で
の対応しかされていません。

以下省略

平成30年9月13日

自民党大阪府支部連合会　　会長

衆議院議員　　左藤　章



日　時：2018年9月13日（木）　13：25～14：05
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：西田・村橋・木村・金森・辻（義）・村上・北村（讓）・檜皮・安達・藤本　以上10名（敬称略）
欠席者：井本・嶽下・戸田・北村（薫）　（敬称略）

2018-2019 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

開会の挨拶（西田会長）

台風の後のたいへんお忙しい中ご出席ありがとうご
ざいます。
本日も皆さんの活発な意見を期待しております。

【審議事項】

1. 西成こども食堂の事業報告

第1回奉仕活動（にしなり☆こども食堂）の決算書につ
いて　⇒［ 承認 ］

北村（讓）社会奉仕委員長 談
過日「読売新聞」にも掲載されました記事は週報に

も載せており、この奉仕活動は成功裏に終えたと満
足しております。

2. メイクアップの件について
下記、理事会にて決定致しました
　ガバナー杯野球大会　→　メイクアップと認める
　米山記念館訪問旅行　→　メイクアップと認める
　大阪大手前RCとの合同ゴルフコンペ　→

メイクアップと認めない

3. 新入会員の件について
上山 英雄様（村上会員・福田会員の紹介）の入会
　⇒［ 承認 ］

1974年　福井大学工学部卒業後、セーレン株式
会社入社

1979年　衆議院議員　左藤 恵第一秘書、政策秘
書、郵政・法務各大臣秘書官を歴任

2000年　衆議院議員初当選

2014年　4期目当選、防衛副大臣兼内閣府副大
臣、衆議院安全保障委員長を歴任

2016年　自民党副幹事長、一億総活躍推進本部
事務総長、安全保障調査会副会長など

2017年　自民党大阪万博誘致推進本部事務局
長代行、自民党国会対策副委員長、国
際局長代理
自民党大阪府支部連合会会長

その他　 （学）大谷学園・（学）清風明育社　各評
議員
（学）大阪聖徳学園・（社福）聖徳園・
（学）光華女子学園・（学）木村学園・
（学）藤田学園　各理事
（一社）大阪JC特別会員、大阪阿倍野ラ
イオンズクラブ委員

趣　味　 読書、旅行、蕎麦屋・ラーメン屋巡り

モットー　誠心誠意

その他いろいろな逸話が下記ホームページよりご覧
いただけます。

http://www.akira310.com/profile/

私と左藤章代議士の関係は、大阪青年会議所昭和
55年入会後からの付き合いで約38年になります。

彼の義理の祖父（奥様のお祖父さん）は元大阪府知

事の左藤義詮、奥様のお父様は元法務大臣の左藤
恵さんで、大阪大谷学園のオーナーでもあります。

2000年初当選、現在5期目です。途中2回寄り道、1
回目は郵政民営化に反対して落選、2回目は民主党
の風にとばされています。しかし彼は北陸育ちのせい
か辛抱強く骨があります。政治家としての展望も持っ
ています。大阪育ちでない彼が、生まれも育ちも大阪
人の私に大阪の政治の弱点、つまり同和問題や、
PKO派遣の折に小牧空港まで見送りに行く理由など、
今の日本の置かれている立場、そしてこうあるべきだ
という信念を持っています。そういう点で、安倍首相
は彼を防衛副大臣に指名したのだと思います。

今後、大阪の代表代議士として大阪・日本のために活
躍されること望んでいます。

次の地図は、左藤代議士が防衛副大臣就任時に、市
谷の防衛省にある副大臣室を訪問した折頂いた日
本の地図です。中国・ロシアから見た日本です。日本
は完全に衝立になっています。



【’18年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
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）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1221

1222

1223

1224

1225

17

18

19

20

21

次年度理事・役員発表
ロータリー財団委員長卓話

新入会員自己紹介

第2回クラブ協議会

第6回12月度理事会

R財団担当（国際奉仕）：
栗山会員

卓話担当：上瀬会員・
　　　　  佐賀野会員

卓話担当：戸田会員

卓話担当：辻（一）会員

卓話担当：辻（義）会員

IM6組会長・幹事会
　日程：11/21（水）18：00～
　会場：太閤園

【’18年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1217

1218

1219

1220

13

14

15

16

社会奉仕員会フォーラム

米山月間

創立26周年記念夜例会

卓話：「ロータリー青少年保護と
危機管理」

第5回11月度理事会

社会奉仕委員会：
北村（讓）委員長

米山奨学委員会：
下岡委員長

卓話担当：
高槻西RC 近藤 眞道 様

地区公共イメージ向上セミナー
　日程：10/13（土） 
　会場：大阪YMCA会館

4. 2018～2019年度 年間行事計画について
11月8日（木）の卓話時間を新入会員の上瀬会員と佐
賀野会員の自己紹介に充てる
　⇒［ 承認 ］
※当日予定の丸山会員の卓話は後日決定する

5. 米山記念館訪問旅行（10月27日）
現在の参加予定者は17名です。
予算案・詳細等についは次例会に案内する予定。

6. 26周年記念夜例会（10月18日）の件
台北福齢RCより8名の参加予定。
次の日に京都観光の希望されているので追って検討
すること。

7. モンゴルへの救急車寄贈の件
中之島RCの予備費よりUSD2000（プラス手数料5％）
の拠出　⇒［ 承認 ］

8. 職業奉仕員会・村上委員長より
11月15日（木）の移動例会を陽松庵にて行う。
当日は午前11時に現地集合して例会・座禅・食事を予
定している。
詳細については後日の報告とする。

9. 事務局のプロジェクターの交換
EPSON  EB-W05　⇒［ 承認 ］

10. 新入会員の研修
会員研修小委員会の嶽下委員長を中心にお願いする。

閉会の挨拶（木村会長エレクト）

本日はお忙しい中、複雑で多数に渡る項目について
たいへんスムーズに議論して頂き、会議もうまく運ぶ
ことが出来ました。
ありがとうございました。

【’18年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
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）

1226

1227

1228

-

22

23

24

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・親睦家族会
（太閤園　桜苑）

休会②

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

卓話担当：梅原会員 第7回1月度理事会

成美学寮
　日程：12/1（土）12：00～15：00
地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：12/7（金）
　会場：リーガロイヤルホテル
地区大会
　日程：12/8（土）
　会場：大阪国際会議場
三世代合同奉仕事業
　大手前整肢学園  ホスト：大手前RC



●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 6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 0名
出席者 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 9名

出席率 70.96 %
8月23日の修正出席率 100 %

●メイクアップ
安達 昌弘   8 月22 日 にしなり子供食堂
  奉仕事業
下岡 陽一郎   8 月22 日 にしなり子供食堂
  奉仕事業

ニコニコBOX

西田：四宮ガバナーエレクトはじめ、大阪西南ロータ
リーの皆様、ようこそお越しくださいました。

木村：四宮ガバナーエレクト、ようこそお越しください
ました。

藤本：前田会員、本日の卓話宜しくお願いします。

村上：前田会員、本日の卓話楽しみです。

北村（讓）：四宮ガバナーエレクトと大阪西南RCの皆
様、ようこそお越しくださいました。

吉田：ニコニコ

山本：前田さん、卓話頑張って下さい。

前田：代理卓話の代理です。

檜皮：四宮ガバナーエレクトと大阪西南RCの皆様、よ
うこそお越しくださいました。
例会が華やかになりました。

村橋：大阪西南RCの皆様を歓迎いたします。

村木：台風が過ぎてかなり涼しくなりました。ニコニコ

杉村：四宮ガバナーエレクトと大阪西南RCの皆様、よ
うこそお越しくださいました。

大阪西南RC　四宮 孝郎：
本日西南RCよりメーキャップに参りました。
宜しくお願いします。

本日合計 : ￥29,000
累　計 : ￥438,000

13
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●本日のビジター
 大阪西南RC 四宮 孝郎 様
 大阪西南RC 多田 大介 様
 大阪西南RC 長谷川 章 様
 大阪西南RC 梅本 禎親 様
 大阪城北RC 岡 新之助 様
 大阪大手前RC 中林 邦友 様

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第18回米山功労者」の表彰を受けました。

親睦活動小委員会

小　鉢 青菜と烏賊の明太子和え

造　り さわら　鮪　あしらい

煮　物 鶏つくね　小芋　人参　木の葉南京　青味

八　寸 なます　鰊照り焼き　厚焼き玉子　粟麩田楽
 しゅうまい　笹かま　若桃

蓋　物 胡麻豆腐揚げだし　茸餡　揚げ海苔　青唐

食　事 白御飯　香物

赤出汁 

本日のメニュー

小委員長  井本 万尋

9月13日（木）18：00よりセラ・アンフィニイにて、第2
回親睦委員会を開催いたしました。今回は新入会員
の方々にもご参加いただき、大変にぎやかな会にな
りました。皆様お疲れ様でした。


