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ロータリー財団月間
月間テーマ（11月）

第1221回（本年度 第17回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

こんにちは、本日は片山ガバナー年度にガバナー補佐をされ、今年度
は地区危機管理委員会の副委員長をされておられます近藤眞道様
をお迎えしております。後ほど「青少年保護と危機管理」と言う題で卓
話をして頂く事になっております。近藤様宜しくお願い致します。

さて昨日でしたが、10月24日は世界ポリオデーでした。世界最初の
ポリオワクチンを開発したジョナス・ソーク博士の誕生日にちなみ10
月下旬に設定されており、世界各地でポリオ撲滅活動のイベントが開

本日のプログラム

次回 11/8 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　R財団卓話
　栗山 博道 会員
■第2回クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　自己紹介
　佐賀野 雅行 会員
　上山 英雄 会員
■第6回12月度理事会
　13：40～　サファイアルーム



催されたと思います。

ロータリーがポリオ撲滅活動を始めたのは、1979年
フィリピンでのワクチン投与が最初とされています。
以降ロータリアンはあらゆる側面からポリオ撲滅活
動の支援をしてきました。

世界で年に何十万件もあった野生株による症例数は、
昨年史上最少の22症例までに減少。2018年7月31
日時点で13件（アフガニスタン10件、パキスタン3
件）になりました。これらの発症がゼロになり、その状
態が3年間続くと撲滅となります。

日本のロータリーは現金とDDF（地区財団活動資金）
を合わせると年間300万ドル（約3億3,000万円）以
上を寄付しています。

ユニセフポリオ根絶プログラム代表のアキール・アイ
ヤー氏は「私たちがポリオ撲滅活動で築いてきた保
健システムは、エボラ出血熱など他の感染症の防止
にも大いに役に立っており、これまでの努力は決して
無駄になっていません。歴史を創るカウントダウンは
既に始まっているのです。一緒にポリオ撲滅と言う歴
史的偉業をお祝いしようではありませんか」と言われ
ています。

■本日は「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。

■11月8日（木）新入会員の自己紹介です。
　佐賀野会員、上山会員、ご準備、宜しくお願いいた
します。

■11月15日（木）職業奉仕委員会の移動例会です。

2018-19年度第1220回（第16回例会）
幹事報告 (10/25)

幹事  藤本 淳司

「陽松庵」での座禅体験を予定しております。

　太閤園集合：10時出発

　現地　集合：11時

■11月22日（木）辻（一）会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願いいたします。

■11月29日（木）新入会員の自己紹介です。
　上瀬会員、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。

■「米山梅吉記念館訪問」

　日時：2018年10月27日（土） 新大阪7時26分発

■「地区ロータリーデー」

　日時：2018年11月3日（土）～4日（日）
　　　 両日10：00～

　場所：大阪城

■「2018-2019年度 インターアクトクラブ年次大会」
及び「2018-2019年度 インターアクト合同会議・
懇親会」

　日時：2018年11月4日（日）
　　　 10：00～15：30　年次大会
　　　 16：00～17：00　合同会議
　　　 17：30～19：30　懇親会

　場所：年次大会：浪速高等学校中学校　　
　　　 合同会議・懇親会：大阪市住吉区「いわし亭」

　杉村インターアクト担当、ご出席、宜しくお願い致
します。

RIから注意喚起の通知が届いております。

最近、バリーラシンRI会長およびジョン・ヒューコ
事務総長の「なりすまししアカウント」が複数報告
されております。金銭や個人情報を得ることを目的
としたフィッシング詐欺やスプーフィング詐欺です
ので、十分にご注意頂きますよう、宜しくお願いい
たします。



「ロータリーのメンバーの中に、現在、児童虐待と刑
期を務めている人もいます。地区ガバナーも一人含
まれています。さらに私が調査した結果、児童虐待、
性的虐待、小児性愛者はロータリーのメンバーの中
にもおります。」

これは、2004年、大阪で開催された国際ロータリー
世界大会の青少年役員プレコンヴェンションでの英
国スコットランドヤードのグルド警視の基調講演の冒
頭部分です。これが契機となって、RI理事会は下記の
理事会決定をします。

COP2.300「ロータリアン、その配偶者、その他のボラ
ンティアは、接する児童および青少年の安全を考え
肉体的、性的、あるいは精神的な虐待から彼らの身
の安全を守るため、最善を尽くす義務がある。

ロータリー関係の青少年プログラムに関与し、青少
年保護に関する法律に違反した会員に対して（中略）

（当該）クラブが対処しなかったという情報を（RI）が
得た場合、理事会は、RI細則3.030.5に従ってこのク
ラブの加盟を停止または終結させることができる。」
と決定しました。　

これらの決定に従いそれを遵守すべく必要なルール
をRIは確立。そのルールは全日本34地区に適応され
ています。さらに、被害者側からロータリーとしての管
理責任倍賞訴訟を起こされることを想定し（すでに日
本でも、訴訟一歩手前までの事案はでてきている）青
少年奉仕部門青少年交換プログラムの法人化がな
され責任賠償保険に加入しています。

2004年当時、性的虐待、セクハラは日本社会では社
会問題になってはいませんでした。しかし、昨今、この
種の問題が日本社会で大きくクローズアップされて
来ています。

先に述べた通り、性的虐待、セクハラからロータリー
活動における青少年を保護し、且つ、ロータリークラ
ブ・ロータリーを護る方策はすでに私共にはできて
います。ただ、次に問題となるのは、我々自身、ロータ
リアン個人個人が性的虐待・セクハラなどを自ら行わ
ないこと、それが今重要になってきています。性的虐
待とは何か、特にセクハラとは何か、をロータリアン
自身が自分の問題としてよく自己検証してみる必要
性が出てきました。

すでに国際ロータリーでは「青少年保護の手引き」を
作成、具体的に性的虐待・セクハラとはどのような行
為が該当するか、がそこには書かれています。これら
を理解し、それらの行為を自ら行わないこと。すなわ
ちロータリアンとして高い倫理観を持ち、他人に愛と
慈悲の心で接すること、それがセクハラ・性的虐待を
自らをして自らを護る根本になると考えます。それが
ロータリアンとしての高いプライド、誇りにもなるので
しょう。

そうです、私たちが関係する、ご縁を持つ全ての人々
に対して

　「我が子と思え、我が家族と思え」

その思いで接すること、これがセクハラを防ぐ第一歩
になるのかもしれません。

ロータリー青少年保護と危機管理　「我が子と思え、我が家族と思え」

講師 ： D2660危機管理委員会 副委員長　近藤 眞道 様

近藤 眞道（こんどう しんどう）

　昭和24年（1959年）1月5日生れ
　昭和46年4月　同志社大学経済学部卒

宗教法人 根本山 神峯山寺 寳塔院（天台宗）
代表役員　住職

特定非営利法人  国際ロータリー日本青少年交
換委員会（RIJYEC）　アドヴァイザー／エグゼク
ティヴ・コーディネーター

一般社団法人  国際ロータリー日本青少年交換
多地区合同機構（RIJYEM）　設立社員



2018年10月27日  米山梅吉記念館訪問報告

朝7時26分新大阪発のひかり号で三島を目指しまし
た。当日の未明まで雨が降っていたのですが、参加メ
ンバーの日頃の行いが良いためか行程中は雨が降
りませんでした。

9時50分頃米山梅吉記念館を訪問し、大阪中之島
ロータリークラブのバナーと寄付金を西田会長より
贈呈しました。記念館を見学し、日本におけるロータ
リークラブの創世記に感動しました。

国際奉仕委員会

昼食の後、梅吉翁の墓所に参りました。記念館の方
が先に帰られて、「どのお墓に参ればいいのか？」と
迷う一場面がありましたが、早瀬会員の読経と先導
によってりっぱに墓参りを終えることができました。

13時38分三島発の新幹線に乗り、16時に新大阪で
解散しました。強行軍でしたが、充実した内容だった
と思います。

参加メンバー（敬称略）：
　下岡（米山担当）、西田（会長）、藤本（幹事）、木村（会長エレクト）、金森（会長ノミニー）、高島（副委員長）、
　栗山（副委員長）、早瀬、檜皮、辻（義）、吉田、ショウ（米山留学生）、戸田（書記兼委員長）　合計14名





●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 81.25 %
10月4日の修正出席率 90.62 %

●メイクアップ
安達 昌弘 10月  8 日 ガバナー杯野球大会
下岡 陽一郎 10月  8 日 ガバナー杯野球大会
嶽下 勇治 10月20日 ガバナー杯野球大会

ニコニコBOX

西田：本日は地区危機管理委員会、近藤副委員長、

「青少年保護と危機管理」の卓話宜しくお願い

いたします。ニコニコ

藤本：近藤様、本日卓話よろしくお願いします。

村上：朝晩冷え込んできました。体調管理に気をつけ

ましょう。ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：近藤様、ご指導よろしくお願い申し上げます。

嶽下：ニコニコ秋です！

下岡：ニコニコ

前田：昨日は中学校の古希を祝う同窓会で、昼間から

飲んでいました。

栗山：近藤様、卓話よろしくお願い致します。

上瀬：野球部、勝利おめでとうございます。

井本：野球部、城北戦6-5で勝ちました。次回11月3日

寝屋川戦で優勝がかかっています。

応援よろしくお願いします。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥772,000

18
10

●本日のビジター
地区危機管理委員会  副委員長（高槻西RC）
 近藤 眞道 様
京都洛中RC 奥村 由之 様

本日のメニュー

ライトミール

ほうれん草としめじの白和え

ちらし寿司　吸い物　コーヒー

Congratulations!11月のお祝い11月のお祝い

●誕生日
 村上 俊二 ［8日］
 下岡 陽一郎 ［18日］
 山本 　肇 ［24日］

●事業所設立記念
 下岡 陽一郎 株式会社 シモオカ［昭和16年］

●結婚記念日
 福田 忠博 ［6日］
 村上 俊二 ［16日］
 高島 凱夫 ［23日］
 北村 　薫 ［26日］
 下岡 陽一郎 ［27日］
 村橋 義晃 ［29日］


