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会長挨拶
会長

基本的教育と識字率向上月間

木村 眞敏

2019年9月5日
第1259回（本年度 第9回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 インターアクト海外研修報告
開明中学・高等学校生徒代表

次回 9/12 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話

鹿と日本文化：
「奥山に
紅葉ふみわけ鳴く鹿」の秘密
担当：岡本 啓吾 会員
講師：福井 栄一 様

■第4回10月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

この前、産経新聞を読んでいたら、
「死者の民主主義」についての解
説記事がでていました。感銘深い内容だったので、
その話をしたいと
思います。
「死者の民主主義」
を言い出したのは、
イギリスの保守思想家のチェ
スタトンという人です。なお、最近知ったのですが、彼は、有名な推理
小説家で、
「ブラウン神父」
とう有名な作品があるそうです。
死者の民主主義というのは、
民主主義の民の中に死者を入れよ。
とい

う思想であります。たまたま今生きているというだけ

■9月12日
（木）
は岡本会員の卓話です。

で、
投票権を独占するのは傲慢であるというのです。

■9月14日（土）は大阪YMCA会館におきまして、地

例えば、
日本においても、今まで何億人の人間が生き
てきたのであり、彼等の投票権は無視されてはなら
ない。いかなる人間においても出生の偶然によって

区ロータリー財団セミナーが開催されます。
中之島ロータリークラブからは木村会長と栗山会
員が参加されます。
■9月19日
（木）
は臨時総会です。

権利を奪われてはならない。
では、死者の意思とは何であろうか。それは無数の

前年度の事業報告・会計報告等がございます。

人々が織紡できた歴史と伝統である。
伝統とは過去の

■9月26日
（木）
の卓話は佐賀野会員の担当です。

平凡な人間共通な世論である。
幾世代にもわたり
「民」

■10月3日（木）は、北村ガバナー補佐をお迎えして

が共通に感じ、
共通に感じてきたことが伝統である。
要するに、死者の民主主義とは、我々生者は死者た

の第2回クラブ協議会が開催されます。
■10月10日
（木）は社会青少年奉仕委員会フォーラ

ちが残した精神（伝統）を進んで受け継ぎ、それを

ムです。

我々の参考にするということである。

井本委員長と相談して、既に内容は決まりつつあり

例えば、女系天皇の皇位の承継の適否の問題につい

ますのでご期待ください。

ても、過去の日本人が2000年余り続けてきた男系が

■最後に、10月12日
（土）の三世代合同奉仕事業の

皇位を承継の伝統の精神を考慮するとき、今、
たまた

件です。

ま生きている人間が多数決で女系天皇の承継を承

本年度のホストクラブは天満橋RCで、天満橋RCが

認してよいのであろうか。

ずっと支援してきている〜を琵琶湖の遊覧船に乗

ところで、憲法第1条は「天皇は日本国の象徴であり

せてあげて昼ご飯を食べてもらおうという企画です。

日本国民統合の象徴であって、
この地位は主権の存

9時30分にヒルトンホテル出発です。多くの参加者

する国民の総意に基づく」
となっているが、死者の民

をお待ちいたします。

主主義の視点からは、
「・・・・・この地位は現在及び過
去の日本人の総意に基づく」
ということになる。

まず、11月2日〜4日に開催される
「秋のRYLA」の
案内です。

幹事報告 (8/29)
2019-20年度第1258回（第8回例会）

■お知らせが2件ございます。

幹事 安達 昌弘

■本日の卓話は村木会員の担当です。
よろしくお願い致します。

今年度は、
ホストクラブが大阪南ロータリークラブ
で、開催場所はサントリー箕面トレーニングセン
ターです。子供さん、社員の方々の参加をお願い
致します。

■9月5日
（木）の卓話は先日インターアクトでバンコ

次に、地区大会の案内です。本年度はホストクラブ

クへの研修旅行に参加された開明中学校の生徒

の大阪西南ロータリークラブが、12月13日〜14日

さんです。

の2日間大阪国際会議場で開催されます。

生徒さんが4名来られます。

全員参加が基本ですので、
よろしくお願い致します。

知っていれば
「トク」
をするお話

村木 博行 会員
②保険料はどこでも同じか？
漢字生保とカタカナ生保（外資系含）
では保険料に
違いがあります。
カタカナ生保の多くは同額の保障でもリスク区分
で保険料の違いがあります。
年齢毎に保険料の具体例を挙げて違いを実感し
ていただきました。
③相続税法12条（生命保険の非課税枠を活用）

初めて
「卓話」をさせて頂くことになりました。有難う
ございます。
何の話を?と考えましたが、会員の皆様にお役に立て
るのは、やはり仕事の話が一番と思いますので生命

生命保険金

500万円×法定相続人数＝非課税

死亡退職金

500万円×法定相続人数＝非課税

銀行預金を生命保険に預け替えれば、課税対象額
が減り相続税も減ります。
④がん治療について

保険の
「トク」
をするお話をさせていただきます。

もし、がんになったら・・・？

①かんぽ生命の不正販売

セカンドオピニオンは当たり前ですが、日本では

昨今、
テレビ・新聞等で話題になっているのは、高

手遅れで治療方法がないと宣告されたらどうしま

齢者への虚偽の説明や保険料の二重払い等、一

すか？

部分の表面的な部分であり、その根本にはもっと

渡米せずに、
日本の10年先を進んでいると言われ

重要な事があるのでは？

る米国のトップクラスの病院でセカンドオピニオン

平成30年度のかんぽ生命の決算書を読み解くと

を取得でき、又渡米して万全のサポート体制で治

意外な事実（健全性）が解ります。

療も可能です。

根本的な原因はその辺りにあるのではないでしょ

生命保険・損害保険共に日々進化していますので、定

うか。

期的な見直しをお勧めします。

本日のメニュー

開明中学校・高等学校文化祭開催
インターアクト担当

檜皮 悦子

日時：2019年9月8日
（日）9：00〜16：00
場所：学校法人大阪貿易学院 開明中学校・高等
学校
大阪市城東区野江1-9-9
電話：06-6932-4461
※お時間がおありの方は3階のインターアクトク
ラブにお越しください（時間的には10：00〜
14：00都合がよいそうです）

ライトミール
ちらし寿司 もずく 赤出汁

2019〜20年度地区ガバナー研修セミナー
（GETS）

高島 凱夫

9月2日
（月）、3日
（火）
にプリンスホテル新高輪にて2019〜20年度地区ガバナー研修セミナー
（GETS）が開催さ
れました。2660地区からは簡ガバナーエレクトが出席され、私は
「会員基盤の強化」
のセッション
（90分）
を担当
しました。

社会・青少年奉仕事業が新聞に掲載されました
8月21日（水）に行なった
「にしなり☆こども食堂」
奉仕事業の記事が、2019
年8月29日
（木）の読売新
聞に掲載されました。
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ニコニコBOX

木村：村木さん、卓話よろしく！
西田：村木さん、本日の卓話頑張って下さい。ニコニコ
吉田：ニコニコ
嶽下：ニコニコ
辻（一）
：夏ばてに気をつける時期になりました。
村木さん、卓話楽しみです。
前田：先日11人目の孫が産まれました。
村木さん、卓話楽しみです。
村上：村木会員、本日の卓話頑張って下さい。ニコニコ

戸田会員、テレビ出演予定
9月5日（木）関西テレビ（8ch）16：45〜19：00の
「報道ランナー」
で戸田会員が「健保漣が湿布を保
険からはずすように申請したことについての意見」
を述べます。
なお、報道番組であるため、内容が変わることがあ
ります。時間が合えば観て下さい。

上山：降ればどじゃぶり。
北村（薫）
：村木さん、卓話ガンバッテ！
丸山：村木さん、卓話頑張って下さい。
栗山：雨が多いですね！ニコニコ
上瀬：村木さん、卓話楽しみにしています。
藤本：村木会員、本日の卓話楽しみです。

本日合計 : ￥28,000
計 : ￥264,000

累

9月のお祝い
Congratulations!
●出席報告

●誕生日
村木 博行 ［ 3 日］
高島 凱夫 ［20日］

●事業所設立記念
前田 隆司

株式会社前田商会［大正10年］

津﨑 慶一

株式会社ケイワン床建［平成22年］

●結婚記念日
前田 隆司 ［ 2 日］
戸田 佳孝 ［15日］

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
5名
1名
28名
6名

出席率
8月1日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
0名
0名

82.35 %
94.28 %

●本日のビジター
大阪南RC

米田 幹郎 様

●メイクアップ
檜皮 悦子
西田 末彦
津崎 慶一

本日のソング委員 上瀬 匠会員

8月 2日
7 月18日
8月 6日

インターアクト海外研修
直前会長・幹事慰労会
ガバナー杯
野球代表者会議

