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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1261回（本年度 第11回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 9/26 のお知らせ
♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　
　佐賀野 雅行 会員

♬SONG : 「4つのテスト」
■年次総会
　事業報告・決算報告

先日、テレビを見ていましたら、例の杉浦千畝の話をしていましたが、
日本の名誉を傷つけるような虚偽の話をしていました。

その話というのは、1940年、リトアニアの領事代理大使していた杉浦
千畝がナチから迫害を受けて逃げてきたユダヤ人6,000人の通過ビ



ザを発行し、彼等の命を救ったが、政府の方針に反し
たビザ発行であったので、その後、外務省から解雇さ
れたという話なのです。

この話の前半部分は事実ですが、後半は全く虚偽な
のです。彼はその後も順調に昇進し、勲章も授与さ
れ、年金も受けています。只、敗戦の為、外務省の多く
の部署が廃止となったため、整理退職となったので、
解雇されたのではないのです。

ところで、上記話の2年前の1938年、やはりナチの迫
害を逃れて満州に逃げてきた2万人のユダヤ人に日
本の軍人樋口季一郎（関東軍特務機関長、少将）と安
江仙弘（大連の特務機関長）が満州通過ビザを発給
し彼らの命を救いました（いわゆる、オトポール事
件）。その際、彼等の行為に許可を与えたのは、当時
関東軍参謀総長であった東条英機であり、満州内で、
彼等の為に特別救援列車を手配したのは当時満鉄
総裁をしていた松岡洋右でした。

この事件後、日本政府は「ユダヤ人対策要綱」を決定
しました。同決定は、「ユダヤ人迫害は、日本の長年の
主張である人種平等の主張に反するものであり、ユ
ダヤ人も他国人と同様、公平に取り扱うべきである」
というものです。

以上の通り、ユダヤ人を差別しないという「ユダヤ人
対策要綱」は、当時わが国の国策であったのである
から、上記杉浦の行為は、政府の方針に反するどころ
か、方針通りであったのである。

なお、日本は、1919年のベルサイユ講和会議の際、
国際連盟規約に「人種差別撤廃条項を挿入すべき」
と主張し、19票のうち11票賛成を得たのであるが、
ウィルソン大統領の強硬な反対の為、上記提案は成
立しなかった。

日本は、世界で最初に人種差別撤廃法案を出した名
誉ある国です。

■本日は岡本会員の卓話です。
　楽しみにしていますのでよろしくお願い致します。

■9月14日（土）は大阪YMCA会館におきまして、地
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。

■次週の卓話は臨時総会です。

2019-20年度第1260回（第10回例会）
幹事報告 (9/12)

幹事  安達 昌弘

　前年度の事業報告・会計報告等がございます。

■9月26日（木）の卓話は佐賀野会員の担当です。

■10月3日（木）は、北村ガバナー補佐をお迎えして
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
ムです。
　井本委員長と打ち合わせしておりまして、既に内容
は決まりつつありますのでご期待ください。

■10月12日（土）は三世代合同奉仕事業の日です。
　本年度のホストクラブは天満橋RCで、天満橋RCが
ずっと支援されている大阪市立児童院の子供達を
琵琶湖の遊覧船に乗せてあげて昼ご飯を食べて
もらおうという企画です。
　9時30分にヒルトンホテル出発です。
　本日、出欠表を回させて頂いておりますが、参加費
は¥5,000です。
　子供達へのプレゼント代に充てたいので、不参加
の方にも申し訳ないですが、一律¥2,000お願いし
ています。

■10月17日（木）の例会は、ガバナー訪問日です。
　四宮ガバナーが見えられます。

■お知らせが2件ございます。

　まず、11月2日～4日に開催される「秋のRYLA」の
案内です。
　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。

　次に、地区大会の案内です。本年度はホストクラブ
の大阪西南ロータリークラブが、12月13日～14日
の2日間、大阪国際会議場で開催されます。
　全員参加が基本ですので、よろしくお願い致します。



皆さん、こんにちは。上方文化評論家の福井栄一で
す。本日は、株式会社オカトスヒーローリアルエステー
ト代表取締役社長の岡本啓吾様のお導きにより、参
上しました。秋到来ということで、日本の秋を語るのに
欠かせない鹿の話題を提供したいと思います。

 「しか」の語源は「ししか（宍香）」。焼くと美味そうな
香りのする肉、という意味です。ちなみに、「いのしし」
は「ゐのしし」。「ゐ」はこの獣の鳴き声を表しますか
ら、「ゐ」と鳴く「しし（宍・肉）」で「ゐのしし」というわけ
です。稲作文化が到来・浸透していくまで、日本人が
生き延びるための主たる途は狩猟でした。鹿と猪は
貴重なタンパク源でした。当時の人々が鹿や猪を見
かけたら、真っ先に「美味そうだ。さっそく仕留めて、家
族にも喰わせてやろう」と考えた筈。鹿を見て「かわい
い！」と立ち騒ぐ感性は、ずっと後代の産物でしょう。

奈良では、古くから鹿が春日大社の神使として崇めら

鹿と日本文化

岡本 啓吾 会員、 講師：上方文化評論家　福井 栄一 様

れており、鹿を殺した者が「石子詰め」という残酷な
刑に処せられた時代もありました。鹿の死骸もろとも
荒縄で縛られ、地面に掘った深い縦穴へ放り込まれ
て生き埋めにされたのです。

ある時、興福寺の近くに住む三作という少年があや
まって鹿を殺してしまい、定法通り石子詰めにされ、
落命しました。遺された母親は、息子が埋められた場
所に、目印として楓の樹を植えました。世人に息子の
悲劇を思い出してもらうためだったと思われます。
「鹿に紅葉」という花札の図柄はここに始まる、とは出
来過ぎた話。

ともあれ、三作が十三才だったので、寺僧が彼の歳の
数だけ鐘を撞く「十三鐘」が名物になり、江戸期には
浄瑠璃の題材にもなりました。

 なお、興福寺菩提院大御堂の前庭には、石子詰めの
址があります。奈良へお出ましの際には、三作と母親
の生涯にも想いを廻らせてあげて欲しいです。合掌。

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第32回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。 梅原会員が地区より決議委員会の委嘱状を受けました。



日　時：2019年9月12日（木）　13：40～14：30
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席義務者：理事・役員
出席者：木村・金森・西田・藤本・梅原・村橋・辻（義）・岡本・下岡・井本・安達・村上　以上12名（敬称略）
欠席者：辻（一）・北村（薫）

2019-2020 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長）
本日は第4回目の理事会ですが、審議事項が盛りだく
さんあります。自由闊達な議論を進めていただきなが
らも、できるだけ迅速に終えたいと思います。本日はよ
ろしくお願いします。

【審議事項】

1. 年間行事予定の件
（1）10月3日（木）　第2回クラブ協議会

今回は卓話の時間ではなく例会終了後に行う。10
月は米山月間であり、当日は北村ガバナー補佐訪
問日で、地区米山奨学委員会による卓話がある。

⇒［ 承認 ］

（1）10月12日（土）　三世代合同奉仕事業
大阪天満橋ロータリークラブがホストクラブであり、
社会福祉法人「聖家族の家の子供達と「琵琶湖遊
覧船」に乗船する奉仕活動。

⇒［ 承認 ］

（2）10月24日（木）　創立27周年記念例会
創立27周年記念は夜例会で開催される。
台北福齢ロータリークラブから3～4名の参加予定

⇒［ 承認 ］

2. 三世代合同奉仕事業について
井本理事より報告
奉仕活動内容：
大阪市立児童院の子供たちに郊外学習の一環とし
て琵琶湖のクルーズ船・ビアンカで、琵琶湖に出て、
触れて、体験し、水環境、歴史、文化を学ぶ。パー
ティークルーズでは、食事を楽しんでもらう。また児
童院の施設内図書館に書籍寄贈を行う。

（1）支援先：児童心理治療施設　大阪市立児童院

（2）場　所：クルーズ船・ビアンカで大津港～琵琶湖
大橋エリア～大津港　乗船時間約3時間
コース

（3）日　時：2019年10月12日（土） 9：30～16：30

（4）集合時間：9：30

（5）集合場所：大阪市立児童院とヒルトン大阪に分か
れて2台の大型バスにて出発

（6）食事場所：ビアンカのなかで、子供達と食事を一
緒におこなう。

（7）予算処置：①各クラブの負担金は7月1日現在の
所属会員数に3,000円を乗じた金額
とする。

②会員登録料（参加者負担金）は一人
当たり実費5,000円とする。

③参加頂けない会員の皆様には協賛
金をお願いする。一人当たり2,000円
（一口から）

④RID2660地区補助金はロータリー財
団本部で承認され、大阪天満橋ロータ
リークラブ補助金指定口座に着金済。

⑤クルーズ船・ビアンカにて、漫画・キン
グダム54冊、ちはやふる41冊の目録
を授与し、書籍は後日送付する。

　⇒［ 承認 ］

3. インターアクトについて
西田理事より報告
8月22日（木）大阪東ロータリークラブにて三本杉先
生も参加頂きインターアクトクラブ打ち合わせ会が
おこなわれた。

打ち合わせ会の協議検討事項の報告

①ロータリアンの関わりについて
IACの例会に2カ月に1回程度ロータリアンが参
加すること。

②活動費について
必要最低限の額を事前に振り込む。
年間16万円（各RC8万円）、超過した分は大阪中
之島RCに請求し半額を大阪中之島RCから大阪
東RCに請求する。

③4年後ホストの海外研修への備え
準備に3年程度掛る事を想定し、両RC合同の準
備委員会の発足を検討する。

　⇒［ 承認 ］

4. 会計報告について
監事 村橋会員より会計監査報告があり、昨年度の会
計報告は理事会で検討の結果了承された。次週19日
例会にて会計より会計報告がある。

　⇒［ 承認 ］

5. 長崎・佐賀豪雨災害（令和元年8月豪雨）義捐金の件
義捐金募集期間は9月13日（金）までであるので、大阪
中之島ロータリークラブとして、5万円を特別会計災害
支援会計より支出する。

　⇒［ 承認 ］



【’19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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1271

1272

1273

-

21

22

23

-

委員会報告・次年度総会

夜例会・クリスマス家族会

休会③

各委員長・小委員会
次年度理事・役員決定

卓話担当：嶽下会員

第7回1月度理事会
成美学寮餅つき支援
　日程：12/7（土）
地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：12/13（金）
　会場：リーガロイヤルホテル
地区大会  本会議
　日程：12/14（土）
　会場：大阪国際会議場

【’19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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1267

1268

1269

1270

17

18

19

20

次年度理事・役員発表
ロータリー財団委員長卓話

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：下岡会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島会員

秋のRYLAセミナー
　ホスト：大阪南RC
　日程：11/2日（土）～4（月）
　会場：サントリー箕面研修センター
IM6組 会長・幹事会2
　日程：11/6日（水）
　会場：太閤園

6. その他
（1）職業奉仕委員会より11月に裁判所傍聴をし、移動

例会も行いたいとの報告あり、時期、内容等は後
日報告。

（2）10月24日の創立27周年の会場は太閤園桜苑の
一階の予定

閉会の挨拶（金森会長エレクト）
本日は慎重審議有り難うございました。
青少年奉仕委員会の問題は続けて検討課題となり。
新年度においても重要な課題として取り組みます。決
められた範囲のなかではありますが、人事バランスも
考えて青少年担当部門の人事配置も強化してゆきた
いと思います。今日は有り難うございました。

9月14日（土）9：00より八尾市の久宝寺球場にて大阪うつぼRCと練習試合を行いました。
結果は惜しくも4対3で敗れましたが、ガバナー杯へ向けて期待のできる試合内容でした。
参加された皆様お疲れ様でした。

大阪うつぼRCとの練習試合

【’19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

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

1263

1264

1265

1266

-

13

14

15

16

-

北村ガバナー補佐訪問日

社会奉仕委員会フォーラム

四宮ガバナー訪問日

創立27周年記念夜例会

休会②

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会

米山奨学委員会：
山本委員長

社会奉仕委員会：
井本委員長

地区公共イメージ向上セミナー
　日程：10/12（土）
　会場：大阪YMC会館



本日のメニュー

・マリネサーモン　鴨のアスピック　小海老のマリネ
・真鯛のズッキーニ巻き　バプール　小海老と彩り野菜を
添えて　トマトとハーブのヴィネグレット
・コールビーフトチーズ　トマトのサラダ、コーヒー、パン

インターアクト担当  檜皮 悦子

9月8日（日曜日）に開催されました開明中学校・高等
学校文化祭に参加いたしました。

講堂では先日お越しいただきました、開明高校一年
生の河本君がアメリカ短期留学の結果報告をされ、
また担当の三本杉先生がインターアクト生たちとの
懇親会の場を設けていただき、計り知れない可能性
を持った彼らとの懇談のあと共にランチタイムを楽
しみました。

開明中学校・高等学校文化祭

ニコニコBOX12
9

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 5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 29名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 85.29 %
8月22日の修正出席率 88.57 %

●メイクアップ
村木 博行   9 月  4 日 フレッシュロータリアン

打ち合わせ委員会
嶽下 勇治   8 月21日 IM6組  六輪会
丸山 澄高   8 月21日 にしなり☆子ども食堂

支援事業

木村：岡本さん、卓話宜しくお願いします。

下岡：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：岡本さん、卓話楽しみにしています。

前田：①先週は11番目の孫娘「涼穂（すずほ）」へのお
祝い、有難うございました。

②2週間お休みします。

村上：今日は秋の風ですね。ニコニコ

上山：風が秋めいてきましたね！

本日合計 : ￥15,000
累　計 : ￥332,000

●本日のゲスト
岡本会員ご紹介　ゲストスピーカー
 福井 栄一 様

親睦小委員長  梅原 一樹

9月12日（木）18：30より、大阪市中央区の鉄板ダイ
ニングHONANAにて第2回親睦委員会を開催いたし
ました。

委員会メンバーの他、木村会長、安達幹事、辻クラブ
奉仕委員長にもご参加いただき大変賑やかに開催
いたしました。

ご参加いただいた皆様、お忙しい中ありがとうござい
ました。

第2回親睦委員会


