
（ 10月3日）

1264

2019年10月10日

経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1264回（本年度 第14回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 10/17 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
■四宮ガバナー公式訪問日
　懇談会 11：20～　淀川邸 鶴の間
●卓話　
　四宮 孝郎 ガバナー

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　社会・青少年月間

クラブフォーラム
　　　　犯罪者の更正とその後の人生
　担当：井本 万尋 委員長
　講師：甲南大学 教授　園田 寿 様
■第5回11月度理事会
　14：00～　サファイアルーム

本日は、北村讓ガバナー補佐と大蔭ガバナー補佐エレクトが訪問さ
れています。

例会前に、北村ガバナー補佐、高島パストガバナー、安達幹事と私で
懇談してまいりました。その際、会員増強、財団、米山寄付、インターア
クト、ロータリーデイ、フレッシュロータリー等々についての話を聞き、
かつ、意見交換をさせていただきました。大いに参考になりました。

さて、先週の木曜日、大阪東RC主催の留学生のスピーチコンテストが
あり審査員をさせていただきました。わがクラブをはじめ多くの方が



参集し、非常に活気のある事業となりました。

さて、スピーチコンテストの審査項目は、言語力、表
現力と内容の3つに分かれていました。10名の生徒
がスピーチしたのですが、皆さん流暢な日本語で、豊
かな表現力を駆使して自分のテーマを主張され、言
語力、表現力の点で何の問題もありませんでした。皆
さん来日されてから、6か月から1年半以内の方ばか
りで、本当に驚きました。

内容について感銘を受けたのは、ブラジルの生徒の
「生きがい」というテーマで、日本人は「仕事が忙し
い、仕事で疲れた」という理由で、友人等の人間関係
を犠牲にするが、人間関係の絆を仕事より優先する
と主張されました。又、モンゴル人の生徒は「私たち
のできること」というテーマで、過剰包装、すなわち、
日本で買い物をすれば包装の上に更に包装を重ね
て渡されるため、家はいっぱいになるうえ、上記包装
紙の過剰生産の為、環境破壊につながる旨主張さ
れ、その対策として、入れ物をもって買いものに行く
ことを進めていました。

いずれも、意表を突く意見でした。我々、日本人は仕
事優先や過剰包装になれてしまい、別の価値観、人
間の絆や自然環境の大切を忘れているのではない
でしょうか。ふと、忘れていた価値観を思い出させて
くれました。

■10月は米山月間の為、本日は地区米山委員会の
生駒副委員長に卓話をお願いしております。

　また例会後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。

■次週は社会青少年奉仕委員会フォーラムです。
　「犯罪者の更生とその後」という内容で甲南大学の

2019-20年度第1263回（第13回例会）
幹事報告 (10/3)

幹事  安達 昌弘

園田教授の講演を予定しております。　

■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。

■10月17日（木）はガバナー訪問日です。
　四宮ガバナーが見えられます。

　尚、この日の例会にて次年度理事役員の候補者の
発表を予定しております。

■10月24日（木）は創立27周年記念例会です。
　この日は夜例会になっており、台北福齢RCからも5
名のお客様が来られることになっています。
　例会開会は午後6時です。

■10月最終週の木曜日は休会になっておりますので、
お間違いの無いようにお願い致します。

■11月の予定です。
　2日～4日は秋のライラが開催されます。
　子供さん、従業員の方の参加ご希望がございまし
たらお申し出ください。

■11月最初の例会は、ヒルトンホテルにおいての三
世代合同例会で、12時30分開会で90分間の予定
です。
　先の児童院の琵琶湖遊覧船の支援を受けての発
表等がその内容です。

■11月14日（木）はロータリー財団担当の卓話を予
定しています。
　栗山委員長が頑張ってくれます。

■今後の卓話予定者と予定日です。

　　11月21日（木）　杉村会員
　　　　 28日（木）　高島会員
　　12月 5 日（木）　嶽下会員

　今年の卓話予定は以上です。



皆様、日頃よりロータリー米山記念奨学事業にご理
解、ご協力頂きまして誠にありがとうございます。また、
一昨年には財団設立50周年を迎える事が出来まし
た事、心より感謝申し上げます。

終戦翌年の1946年“日本のロータリーの父”米山梅
吉が亡くなり、3年後の1949年、戦争のため解散を
余儀なくされた日本のロータリーが国際ロータリー
へ復帰します。戦後、落ち着きを取り戻すにつれ、米
山梅吉氏の功績を永遠に偲ぶこと出来るような、何
か有益な事業をやろうではないかという声が大きく
なってきました。

そして1952年、東京RCの古沢丈作会長が「米山基
金」の構想を発表しました。これは、アジアから優秀
な学生を招いて学費を援助し、二度と戦争の悲劇を
繰り返さないために“平和日本”を肌で感じてもらい
たい、というものでした。

こうして、東京RCが始めた「米山基金」はわずか5年
で、日本の全ロータリークラブの共同事業として継承
され、1967年には財団法人ロータリー米山記念奨学
会が設立されました。

米山記念奨学会は、外国人留学生を対象とする民間
の奨学金では国内最大規模です。

2019学年度は日本全国で868人が採用され、現在、
各ロータリークラブでお世話をいただいています。累
計では世界129の国と地域から21,023人を支援し
ています。

2660地区におきましては、本年度は53名の奨学生
を迎え入れる事が出来、奨学生の受け入れを希望さ
れるすべてのクラブに配属が出来る体制に一歩近づ

いたのではないかと思われます。

さて、2019年度の当地区の寄附目標ですが、PETS・
地区協議会等において四宮ガバナーがガバナー方
針に示されておられますように、本年度も一人当たり
30,000円（普通寄付5,000円、特別寄付25,000円）
のご寄付をお願いいたしております。ロータリアンの
皆様から頂くご寄付が一人でも多くの奨学生を迎え
入れる原資となっております。

これからの世界情勢では、国と国との懸け橋となるよ
うな、優秀な人材が果たす役割はいっそう大きくなり、
米山記念奨学事業の重要性は、さらに増していくこと
は間違いありません。

これまで日本のロータリアンが蒔いてきた「平和の
種」を、今後も絶やすことなく、大きな花を咲かせ続
けていくこと、それが我々ロータリアンの使命である
と思います。

10月の米山月間におきまして、国際人材育成事業と
しての米山記念奨学事業の素晴らしさを改めてこの
機会に再認識をお願い申し上げ、更なるご理解・ご
協力をお願い申し上げます。

米山月間に因んで

山本 肇 米山担当、講師：地区米山委員会 副委員長　生駒 伸夫 様



第2回　クラブ協議会（2019-2020年度）

開会の挨拶　木村会長

只今からクラブ協議会を開催いたします。

各委員長におかれましては、それぞれの目標、方針、

事業についてわかりやすく説明をお願します。それに

ついて会員の皆さんは、自由で闊達な議論を交換し

て頂き、内容のあるものにしたいと思います。

本日はよろしくお願いします。

司会進行　安達幹事

本日の協議会は各委員会報告です。委員長は上半期

の事業報告および今後の計画・下半期活動計画の報

告をお願いします。

【協議事項】

1. クラブ奉仕委員会 辻（一）委員長

クラブ奉仕委員会の役割は4つの小委員会の監督

と調整であります。各委員会の邪魔にならぬように

して、もめごとも起こらないようにしてゆくのが方針

であります。

それには、さまざまな意見を聞くため、各委員会の

懇親会などにはよく顔を出してゆきます。現に顔を

出しておりますが、その範囲では和気あいあいで

あり平穏無事に推移いたしております。

2. 会員増強委員会 藤本委員長

本年度は木村会長が目標40名を掲げられていま

す。期首35名スタートでしたが、今期に1名入会が

あり現在36名となっています。目標達成まであと4

名ですのでご協力よろしくお願いします。

それと退会者についてですが、どうもロータリー歴

が浅い方の退会が多いようでありますので、その

対策も講じながら、本年度は退会者ゼロを目標と

しています。

3. 例会運営委員会 金森委員長

例会運営委員会は、クラブ奉仕委員会の中にある

ので、基本的にトラブルを起こさないように委員

会を和気あいあいと成るよう取り仕切るのが使命

と思っています。各担当のソング・会報・出席・プ

ログラムなどの方々ともうまくやってゆけていると

思います。

今年度の三分の一が経過したあたりで、例会運営

委員会の会合をもとうと思っています。

また、SAAとも連携を密にして例会の運営を円滑

化させてゆきます。

4. 親睦活動委員会 梅原委員長

新入会員も入り12名のたくさんの委員なので、適

度にコミュニケーションをとりながら、円滑に委員

会を運営しています。これからの年内の行事は2つ

あります。

1つは10月24日（木）創立27周年記念夜例会があ

ります。台北福齢ロータリーからも５名の参加が予

定されています。日本的な和やかな楽しい懇親会

にしたいと思います。

2つ目は12月19日（木）クリスマス家族会（太閤園、

桜苑）が予定されています。現在その内容等は検

討準備中であります。

5. 職業奉仕委員会 辻（義）委員長

今年はクラブ会員の職業紹介、職場訪問、青少年

への職業意識向上のための出前授業等を行いま

す。また年内には裁判の傍聴を弁護士とも協議し

ており、実現にむけ企画準備しています。

6. 社会・青少年奉仕委員会 井本委員長

本年度は既に実施ものは　

①8月2・3日

インターアクト タイ・バンコック海外研修で、中

之島からは檜皮・藤本会員が同行されました。

②8月21日（水）

にしなり子供食堂への支援を行いました。

玉出ボウルにて、子供たちとボーリングをして、

その後かごの屋にて食事をともにする奉仕活

動でした。

尚、クラブからの参加者は24名でした。

③9月3日（木）

インターアクト開明中学・高校から河本部長

による海外研修報告があり、4名の部員が参

加されました。

④9月26日（木）

大阪東ロータリー主催の海外留学生による

「スピーチコンテスト」が開明中学・高校で開

催され、当クラブからも多数参加頂きました。

大蔭ガバナー補佐エレクト（左）と
北村（讓）ガバナー補佐（右）がお見えになりました。

これから実施されるものは

⑤10月12日（土）

三世代クラブ合同奉仕事業

天満橋ロータリーとの共同支援事業を10月

12日（土）に社会福祉法人「聖家族の家」の子

供たちと「琵琶湖遊覧船」に乗船し会食をする

奉仕活動が予定されています。

⑥11月10日（日）

インターアクト年次大会

⑦11月16・17日

開明中学・高校インターアクトによる福島交流

事業の支援。

⑧12月7日（土）12時～15時

成美学寮での奉仕事業の実施

以上たくさんの事業であります。新しい会員の皆さ

んに社会奉仕活動にご参加頂く事で、事業の橋渡

が行えるものと思います。

今後ともしっかり事業の推進をはかってまいります

のでご協力ほどよろしくお願いいたします。

7. 国際奉仕委員会 下岡委員長

（1）モンゴルで開催された「絆 in モンゴル」（米山

ファミリーの集い）に参加　7月27～28日

（2）台北福齢ロータリーとの共同でモンゴルへの

ドクターカー寄贈の為の式典に参加

7月28～29日

（3）台北福齢ロータリー来日に伴うおもてなし企画

10月24日（木）

大阪中之島ロータリークラブ27周年記念夜例

会開催　太閤園（桜苑）

（4）ベトナムダナン病院におけるVTT支援活動を

最終年度とする。

2020年1月11日～14日　13名参加予定

（5）ホノルル国際大会に参加する。

2020年6月6日～10日　12名参加予定

8. 会計 北村（薫）委員長

今期の初めに申し上げたように、もう既に事業も進

んでいますが、各委員会活動の終了時には完了報

告書を必ず提出お願いします。

日　時：2019年10月3日（木）　13：30～14：00
場　所：太閤園 2F　サファイヤルーム
出席義務者：理事役員、各委員長等
出席者：木村・西田・金森・辻（一）・辻（義）・井本・下岡・梅原・藤本・北村（薫）・村上・安達　以上12名（敬称略）
欠席者：村橋・岡本　　以上2名（敬称略）
オブザーバー：北村（讓）ガバナー補佐・大陰ガバナー補佐エレクト・高島・檜皮・杉村・戸田・丸山・村木
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以上たくさんの事業であります。新しい会員の皆さ

んに社会奉仕活動にご参加頂く事で、事業の橋渡

が行えるものと思います。

今後ともしっかり事業の推進をはかってまいります

のでご協力ほどよろしくお願いいたします。

7. 国際奉仕委員会 下岡委員長

（1）モンゴルで開催された「絆 in モンゴル」（米山

ファミリーの集い）に参加　7月27～28日

（2）台北福齢ロータリーとの共同でモンゴルへの

ドクターカー寄贈の為の式典に参加

7月28～29日

（3）台北福齢ロータリー来日に伴うおもてなし企画

10月24日（木）

大阪中之島ロータリークラブ27周年記念夜例

会開催　太閤園（桜苑）

（4）ベトナムダナン病院におけるVTT支援活動を

最終年度とする。

2020年1月11日～14日　13名参加予定

（5）ホノルル国際大会に参加する。

2020年6月6日～10日　12名参加予定

8. 会計 北村（薫）委員長

今期の初めに申し上げたように、もう既に事業も進

んでいますが、各委員会活動の終了時には完了報

告書を必ず提出お願いします。



クラブインターアクト担当  檜皮 悦子

先日、共同提唱クラブ大阪東ロータリークラブとの合
同インターアクト委員会にて2か月に1回、開明中学
校・高等学校インターアクト例会に参加することが話
し合われました。

是非お時間があればご参加ください。

日時：2019年10月23日（水曜日）17：00～18：00

会場：開明中学校・高等学校 7階　物理室

　　　＊駐車場有

開明中学校・高等学校インターアクト例会

9. その他

①ロータリーデイ講師陣の準備状況について

戸田会員

金森会員、高島会員のご協力のもと準備を進め

ています。概要としては前半に戸田が担当し、後

半を金森氏の歯科のことと、遠山氏には地域医

療のことをお話頂きます。

更にパネル・ディスカッションには戸田が司会を

して、金森氏、遠山氏、また脳外科の大阪大和大

学院長にも参加頂き、青少年の健康についての

打ち合わせをしています。

②フレッシュロータリアンの準備状況について

丸山会員

既に準備交流会も2回ありました。やはりロータ

リー歴の浅い方同士でも交流が出来るかどうか、

またロータリー歴の浅い方の退会をどう防ぐか

等の議論を進めて行きたいと思います。

③インターアクトの今後について　　　 檜皮会員

開明中学・高校もインターアクトの数は38名で

あるが、大半は高校生であり、高校2年生になれ

ばインターアクトを卒業してしまう。そこでこれか

ら中学生を主体に編成してゆきたい。

インターアクトの例会にも参加おねがいします。

10. 北村（讓）ガバナー補佐による講評

今回はIM6組の最後のガバナー補佐公式訪問で

あります。私が少し身内の為だれています。中之島

はIM6組でもリーダーシップを持ったクラブなので

締めるべきところは締めるのが当然です。

またこのクラブはたくさんの奉仕事業をしています

が、その会員の皆さんがその日程を把握し事業に

参加できるように周知徹底をはかってもらいたい。

またクラブ協議会は早く終わることを、考えるので

はなく、他クラブ同様に1時間は開催してほしいと

思います。

閉会の挨拶　金森会長エレクト

今日は委員長の皆さんお疲れさまです。活発な事

業の実施や計画をわかりやすくご説明頂き有り難

うございました。

ロータリーは1年任期が基本であります。従って委

員長も1年で変わる訳ですので、自分なりにやり遂

げたという満足感をもって終わるように全力で取り

組んで頂きたい。

木村会長、安達幹事、ご指導・ご協力のもとで力を

合わせて頑張ってゆきましょう。

本日のソング委員  杉村 雅之会員



Congratulations!

北村（讓）会員が、「Ｒ財団ポールハリスフェロー
マルチプル８（９００ドル達成）」の表彰を受けました。

▲お誕生日のお祝い：左より井本 万尋会員・満村 和宏会員・木村 眞敏会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より杉村 雅之会員・高島 凱夫会員・
　植屋 亨会員・木村 眞敏会長

▲結婚記念日のお祝い：左より梅原 一樹会員・嶽下 勇治会員・
　満村 和宏会員・木村 眞敏会長・上山 英雄会員・金森 市造会員

本日のメニュー

・オードブル
秋刀魚のエスカベッシュ　鴨のアスピック　サーモンマリネ
・牛フィレ肉のステーキ　温野菜添え　きのこソース
・ベジタブルサラダ、コーヒー、パン
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 2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 0名
出席者 28名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 80.00 %
9月12日の修正出席率 94.28 %

●メイクアップ
高島 凱夫   9 月19日 地区ビジョン策定委員会
嶽下 勇治   9 月  4 日 フレッシュロータリアン

打ち合わせ
津崎 慶一   9 月28日 ガバナー杯野球大会

木村：だいぶ涼しくなりましたね。

金森：昨日結婚記念日のお花頂きました。49回目です。

辻（一）：食欲の秋とは言え暑いですね。季節の変わり
目気をつけましょう。

辻（義）：ニコニコ

下岡：キンモクセイが咲き始めました。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

山本：地区米山奨学副委員長生駒様に、代理卓話を
お願いしました。ニコニコ

高島：北村ガバナー補佐、ようこそ大阪中之島にお越
しくださいました。
ご指導よろしくお願いします。

嶽下：北村ガバナー補佐、ようこそお越しいただき有
難うございます。

村上：月初ですね。ニコニコ

上山：今はもう秋？

西田：山本米山担当、本日の卓話よろしくお願いしま
す。ニコニコ

丸山：欠席ばかりですみません。元気で頑張っています。

本日合計 : ￥45,000
累　計 : ￥415,000

●本日のビジター
ゲストスピーカー　大阪南RC
　地区米山奨学委員会 副委員長 生駒 伸夫 様
ガバナー補佐エレクト　大阪大手前RC
 大蔭 政勝 様

先の1敗を受けてのガバナー杯野球大会の2試合目は

10月5日（土）の山本球場の第3試合で、強豪吹田西RC

との対戦でした。

昔は強かった吹田西でしたが、まったく問題無く15-1の

完勝という結果で、戦績を1勝1敗のタイに持ち込みま

した。井本さんの好投、辻さんお二人とも、小林さんらの

活躍での勝利でしたが、負傷された吉田さんの黄金の

右足が心配です。

参加された皆様方、応援に来て頂いた女性群、ありがと

うございました。

吹田西ＲＣに圧勝

1952年生まれ。関西大学大学院修了後、関西大学
法学部講師、助教授をへて、関西大学法学部教授。
2004年からは、甲南大学法科大学院教授（弁護士）。

専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、
青少年有害情報規制などが主な研究のテーマ。

現在、兵庫県公文書公開審査会委員や、大阪府青
少年健全育成審議会委員などつとめる。

主著に『情報社会と刑法』（2011年正文堂、単著）、
『インターネットの法律問題－理論と実務－』
（2013年日本評論社、共編著）、『改正児童ポルノ禁
止法を考える』（2014年日本評論社、共編著）、『エ
ロスと「わいせつ」のあいだ』（2016年朝日新書、共
著）など。

その他、YAHOO!ニュースのオーサーとして、さまざ
まなニュース解説を執筆中。過去に4度の月間MVP
を受賞。趣味は囲碁とジャズ。

園田 寿（そのだ ひさし）氏のプロフィール

本日の卓話
犯罪者の更正とその後の人生


