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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1218回（本年度 第14回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 10/18 のお知らせ
♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
■創立26周年 記念夜例会
　18：00～　例会
　18：30～　記念祝宴

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　米山月間にちなんで
　担当：下岡 米山担当
　講師：地区米山奨学委員長

大阪城南RC　岡部 倫正 様
■第5回11月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

皆様こんにちは、本日は社会奉仕クラブフォーラムでの代理卓話をさ
れる認定NPO法人 HOMEDOOR理事長 川口加奈様ようこそお越し
くださいました。後ほど卓話よろしくお願いします。

今月は「米山月間」と言う事で、実は米山奨学金制度について原稿を
用意してたのですが、うっかり会社に忘れてきてしまいましたので先



月日本を襲った台風21号の農作物被害について少
しお話したいと思います。

四国から近畿、中部、関東、東北と日本を横断して
いって、大阪でも関空が浸かるなど大きな被害があ
りました。果物もさぞ大きな被害が出たのではと産地
の人たちに聞いてみますと、まず長野県と山梨県は
当時ブドウと梨が最盛期を迎えていたのですが、幸
い大きな被害は無かったそうです。東北地方の青森
県や岩手県はリンゴの大産地ですがこちらも多少の
被害はあったものの、全体的には数パーセント程度
ですんだらしいです。

ところが一番被害が大きかったのは和歌山県で、紀
ノ川沿いの桃山地区と言う地域はその名の通り桃の
大産地で、その時期は桃の収穫は終わっていますが
木が根こそぎなぎ倒されて約50％の木が倒されたら
しいです。桃山の桃と言えば関西では「荒川の桃」と
言うブランドで大変有名です。産地の方が中央市場
に来られてこう言う状態なので来年のお中元の商談
は止めてほしいと言うのです。産地の方が中央市場
に来られて台風で被害を受けたので少しでも高く
買ってほしいと言われるのはよくある話ですが、商談
を止めてほしいと言うのは今まで聞いた事がありま
せん。おそらく回復するのに4、5年はかかると思われ
ます。そしてその頃は柿の出初めで今でも商品の劣
化が止まりません。

一番心配なのはミカンで、元々ミカンは台風には強
いのですが、今度の台風でミカンの木が沢山倒され
ているのです。成っているミカンも揺すられ傷つき、
おそらく劣化もあり傷物が多いと思われます。今年の
ミカンは豊作だったんですが傷物が多いと正品化率
が下がり、大不作で非常に高かった去年並みになる
可能性があります。残念ですが今年の果物は高い相
場になる様な気がします。

■本日は社会奉仕委員会フォーラムです。北村讓社
会奉仕委員長のゲストスピーカー、認定NPO法人
Homedoor 川口 加奈様に卓話をお願いしており
ます。宜しくお願いいたします。

■10月11日（木）米山月間としまして地区米山奨学
委員会委員長 岡部様を講師としてお願いしてお
ります。

■10月18日（木）創立26周年記念夜例会で御座い
ます。

　例会18：00～　懇親会18：40～

■10月25日（木）「ロータリー青少年保護と危機」に
ついて高槻西RC 近藤様を講師としてお願いして
おります。

■11月1日（木）、11月はロータリー財団月間です。国
際奉仕委員会ロータリー財団担当 栗山会員、卓話
のご準備、宜しくお願いします。

地区委員会、その他の報告です。

■「地区公共イメージ向上セミナー」

　 日時：2018年10月13日（土）

　 会場：大阪YMC会館

　 ご出席予定の会員は宜しくお願いします。

■「米山奨学生レクリエーションのご案内」が届いて
おります。

　日時：2018年10月21日（日）10：00～17：00

　場所：宝塚大劇場

　米山奨学担当 嶽下カウンセラー、ご出席宜しくお
願いいたします。

■「米山梅吉記念館訪問」

　日時：2018年10月27日（土）

■10月のロータリーレート　1米$＝112

2018-19年度第1217回（第13回例会）
幹事報告 (10/4)

幹事  藤本 淳司



－ 14歳でホームレス問題に出会って
19歳で起業した －

私たちは、「ホームレス状態を生み出さないニホ
ン」を目指し、2010年から大阪市北区を中心に活
動しています。活動を始めたきっかけは、私自身が
14歳の時にあいりん地区（通称・釜ヶ崎）のある新
今宮駅を電車通学で通るようになったことです。
ホームレスの人がたくさんいる光景を毎朝見るう
ちに、「なぜ豊かな日本でホームレスになる人がい
るんだろう？」そんな疑問を持ちました。

しかし、親からは「危ないから釜ヶ崎に近づいては
いけない」と言われ、そこで、親に内緒で炊き出し
に参加しました。すると、大阪市内だけで路上で凍
死や餓死される人が年間200名以上（当時）いるこ
とを知りました。また、若者ホームレスの人の内、児
童養護施設の出身者が10人に1人、母子家庭の出
身者が3人に1人と多い事も知りました。また、ホー
ムレスの人の内、知的障害・精神障害などを抱える
人が6割近くいるというデータもあります。その割
合的に自己責任で片付けられる問題ではないと思
い、講演活動や炊き出しを始めました。しかしそれ
では問題を根本的に解決できないと、19歳の時に
設立したのがHomedoorでした。

－ 大阪の2大問題を解決する
シェアサイクル「HUBchari」 －

まず最初に、路上からでも働ける仕事を作ろうと考
え、ホームレスの人の7割が得意とする自転車修理
に着目し、生まれたのがシェアサイクル「HUBchari」
です。これは、大阪市内にある複数の拠点のどこで
自転車を借りても返してもいいサービス。元々は自
転車問題を解決するために生まれたこのシェアサ

イクルという仕組みをホームレスの人たちが運営
することで、支援される側だった人が支援する側に
なれるからいいんじゃないかと始めました。

しかし、当時20歳だった私はコネも知り合いもなく、
拠点をどう作ろうか苦戦しました。そこで、企業様
の所有するビルやホテルの軒先に余っているデッ
ドスペースを、「ノキサキから社会貢献」としてCSR
の一環でご提供いただき、そこに自転車を設置し
て、シェアサイクルの拠点にしていきました。

大阪ガス様や住友ビル様、積水ハウス様が協力し
てくださり、少しずつ拠点も増えました。現在は50
拠点に広がり、年間2万人近くが使うサービスとな
りました。

そんな就労支援から始まって、現在は全国から相
談者を受け入れ、相談支援や生活支援も行なって
います。そんな相談者に対しては、多種多様なメ
ニューをその人の状況に合わせて提供し、路上脱
出のサポートを行います。2017年度には289名が
相談に訪れました。のべ2,000名以上の支援をし
ました。

－ 2018年4月25日、Homedoorは
大きな挑戦を始めます －

これまでの取組みを踏まえ、今年はついに一大プ
ロジェクトを開始しました。その名も「アンドセン
ター」。

ホームレス状態からの脱出を最短距離で、包括的
に目指せる機能をもった施設です。大阪市北区に
ある5階建のビル一棟を借り上げ、困ったときにす
ぐに駆け込み安全な場所で寝泊まりできる、20室
の個室を備えています。これにより、一気に路上脱
出のサポートを加速できます。

その運営を、ぜひみなさまに支えていただけるとう

社会奉仕委員会クラブフォーラム 「ホームレス状態を生みださない日本にするために…」

北村 讓委員長、 講師 ： 認定NPO法人 Homedoor 理事長　川口 加奈 様



れしいです。受益者負担の難しい分野だからこそ、
多くのステークホルダーを獲得していきたいと考
えています。

－ 支えるには、最低1,000人の
サポーターが必要です －

一口1,080円（月）をご負担いただけるサポーター

が1,000人集まれば、アンドセンターの毎月の運営
を支えることができます。1人の1,000歩より、
1,000人の1歩！みなさまの応援を、どうぞよろしく
お願いいたします！

『アンドセンター設立1,000人キャンペーン』特設サイト
http://www.lp.homedoor.org/1000campaign

社会奉仕フォーラム テーブルミーティング
「皆さんならホームレスを減らすには、どうしますか？」

【1～3テーブルの発表まとめ】
ミーティング出席者19／26名

（１）14～15年前から枚方大橋の下でホームレスが
いてコンビニで食事、公衆便所をうまく使ってい
る人がいる。よくみると彼らには禿が少ない。も
う気力もなく、現状維持で生きているが彼らにこ
そ（話し合い）や（声かけ）が必要で、そのニーズ
を掴むのがいいのでは。

（２）貧困の連鎖で職にも就けずでは、気持ちも腐る
のもわかるが、やはりパート、アルバイトであれ
内職であれ色々な職を紹介し立ち上がりを手助
けすることが大事。

（３）ホームレスの人で本を売る人を見かけるが、以
外と元気そうな人が多いのが印象。

（４）人出不足の介護など、一定の訓練すれば元気な
人ならば職業につけるのでは。

（５）サポーターになる

（６）現場に参加

（７）ホームレスになる理由

・減ってもまた増える。教育、経済差だけでなく、
ホームレスになっても食べていける社会状況
である為に抜けれない。

・社会が支援するシステム、《税金（消費税）増
税》・・・支援する。国で面倒見る。

・社会的に限界がある。

・成らざるを得ない人は数パーセント

・ストレスでホームレスなる人がいる。戻れない。
戻りたくない。

・生活保護もらう知識がない。

・野生(生きる本能)と社会性をなくしてる

・舞洲にセンター作ってホームレス集める話
あったが、隔離政策になるとの事でなくなった。

（９）川口氏の話で知ったことは、ホームレスになっ
た過程は千差万別でこれらの人、一人一人に
ホームレスから脱出する方法を見つけ出すのは
非常に難しい。

（10）私達が出来るのは、NPO法人に協力して資金の
一部を提供しながら実際に現地で彼らと接触し
て何が彼らの為になるのか考えるしか方法がな
いように思う。

（11）ホームレスにならない方法もある

・生活保護でやって行ける。外国人でも貰える。
（居住権あればもらえる）

（12）川口氏の話でホームレスの実情の一部を知るこ
とは大変有意義であったと思います。

質問（川口さんへの質問コーナー）

（１）ホームレスから脱出する気のない人にはどうす
るのか？

（答）知的障害者の人たちには外に行かなくても内職
等で誰にでもできるものを提供するようにします。

（２）日本ほどの豊かな国におこる貧困問題はセーフ
ティネットである生活保護で救済されると思うが、
なぜホームレスに適用されないのか？

（答）生活保護を受けるには居住地が必要で、公園や
橋の下や路上ではこの制度が届かない。

（３）もう一歩進めて、川口さんが議員なり市長になり
行政を大きく転換させようとの展望はあるのか？

（答）現在のところは地道に自分の出来ることから
やってゆきたい。



グローバル補助金によるモンゴル第一回視察報告
財団本部TRF（The Rotary Foundation）より承認が下りましたモンゴルのMondou地区 Hospital of Mondou 
Sounに姉妹クラブ台北福齢ロータリークラブのロータリアンたちが第一回現地視察にいかれました。もう既に
雪が積もっているそうです。現地でゲルでの生活を体験されたようです。

国際奉仕委員会

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第19回米山功労者」の表彰を受けました。

北村讓会員が米山奨学委員会より
「第8回米山功労者」の表彰を受けました。

北村讓会員が「R財団ポールハリスフェロー
マルチプル5」の表彰を受けました。

梅原会員が地区委嘱状を受けました。

Congratulations!



9月20日にご逝去されました国際ロータリー第2660地区1993-94年度ガバナー大森慈祥会員（茨木ロータ

リークラブ所属）の本葬が平成30年10月28日（日）午後1時より、辯天宗 冥應寺（信者会館3階）にて執り行わ

れます。供花につきましては、下記の事業者が取りまとめておりますのでよろしくお願い致します。

大森慈祥パストガバナー 本葬への供花について

▲お誕生日のお祝い：左より井本 万尋会員・満村 和宏会員・西田 末彦会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より高島 凱夫会員・杉村 雅之会員・
　西田 末彦会長

▲結婚記念日のお祝い：左より梅原 一樹会員・金森 市造会員・
　上山 英雄会員・西田 末彦会長

花廣（はなひろ）
　茨木市東宮町7-6
　TEL：072-625-1144　FAX：072-622-8691

上山 英雄会員 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



日時：平成30年10月11日（木）18：00～
場所：リーガロイヤルホテル（大阪）30F「なかのしま」

〒530-0005　大阪市北区中之島 5-3-68
TEL：（06）6448-1121
FAX：（06）6448-4414

２０１８～１９年第二回 ＳＡＡ担当委員会 懇親会

野球2試合で28点の連勝野球
最高の天気になった この7日と8日の連休でしたが、
大阪中之島の野球部はガバナー杯野球大会でこの2
日間を連勝で乗り切りました‼

対平野RCとは7-4、心斎橋RCとは21-3で、2試合とも
素晴らしい勝利を納めました。

1日目には西田会長夫妻が観戦に見えられ、試合後

野球同好会 監督  安達 昌弘

10月7日（日）　対平野RC

10月8日（月・祝）　対心斎橋RC

は全員に焼き肉をご馳走して戴きました。檜皮さん始
め、下岡さんの奥さん、杉村さんの奥さん、井本さん
の奥さんという女性群の応援にも後押しされた、たい
へん楽しい満足した2日間の試合でありました！これ
で、本当に優勝の二文字が近づいてきたと言えます。

野球部の今後に注目してください！

協議事項：①11月からの指定席
②下半期のSAA担当役割
③26周年・夜例会・移動例会について

会費：9,000円

連絡先：檜皮SAA担当090-3038-4670



ニコニコBOX

西田：本日の社会奉仕クラブフォーラム、北村譲委員
長、宜しくお願いします。ニコニコ

木村：川口さん、卓話楽しみです。ニコニコ

藤本：川口加奈様、卓話宜しくお願いいたします。

金森：結婚記念日祝いに綺麗なお花を有難うござい
ました。

村上：新入会員上山さんをよろしくお願いします。ニ
コニコ

北村（讓）：本日の社会奉仕フォーラム講師川口加奈
さん、有難うございます。

戸田：先日の国際奉仕委員会であまった11,000円も
含めてニコニコ箱にいれます。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

山本：北村さん、卓話楽しみです。

高島：申し訳ありませんが途中退席させていただきます。

上山：新入会員の上山です。これからよろしくお願い
致します。

檜皮：上山会員、入会おめでとうございます。
川口さん、日頃のご活躍、頼もしく思います。

辻（義）：ニコニコ

北村（薫）：今日台風大丈夫かな？

村木：今週末台風大丈夫でしょうか。ニコニコパワー
で進路を変えましょう！

栗山：台風多いですね。ニコニコ

杉村：涼しくなりましたね。ご自愛下さい。

井本：また台風が来ますが、めげずにニコニコ！！

本日合計 : ￥56,000
累　計 : ￥560,000
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小　鉢 椎茸　人参　蒟蒻などの煎り煮

造　り 鮪　烏賊　鯛　甘エビ
 サラダ風　すだちドレッシング

煮　物 絹掛豆腐　蕪　茄子
 紅葉人参　青味

八　寸 （小鉢）とろ湯葉
 赤魚照り焼き　玉子真丈
 一口鮭フライ　小芋田楽
 紅葉麩　栗　青唐

蒸　物 茶碗蒸し蟹餡かけ

食　事 白御飯　香物
 赤出汁

本日のメニュー

●出席報告
会員数 34名 国内ビジター 2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 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 70.96 %
9月13日の修正出席率 87.09 %

●メイクアップ
井本 万尋   9 月11日 地区広報・商法・
  公共イメージ委員会
下岡 陽一郎   9 月26日 東大阪RC
高島 凱夫   9 月  5 日 地区研修リーダー研究会
嶽下 勇治   9 月29日 米山カウンセラー研修会
戸田 佳孝   9 月  4 日 吹田江坂RC

●本日のビジター
 京都洛中RC 奥村 由之 様
 大阪RC 渡辺 岳夫 様

●本日のゲスト
 ゲストスピーカー 川口 加奈 様


