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第1281回（本年度 第31回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 3/5 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■北村ガバナー補佐訪問日
●卓話　第3回クラブ協議会

♬SONG : 「ロータリー讃歌」
●卓話　自転車とオリンピックについて
　担当：辻 義光 会員
　講師：チーム・マトリックスパワータグ

監督　安原 昌弘 様

先週の土曜日に大阪平野RCの創立45周年記念式典・祝宴に行って
きました。

その中で印象に残った話をさせてもらいます。

まず、伊藤会長は、平野RCの日ごろの活動内容を紹介されていまし
たが、社会奉仕、職業奉仕として、平野区の学校や諸施設に、出前事



業や桜の植樹等をされている話をされていました。
平野区長も出席され、これらの事業の有益性と感謝
の気持ちを述べておられました。RCは本来その属し
ている地域への奉仕事業を基本とすべきところ、当ク
ラブは、都島区を奉仕対象としている事業はないの
で、今後検討すべき課題ではないかと思いました。

八尾東RC所属の（株）ミキハウスの木村社長が記念
講演をされましたが、生まれながらの足の障害を新
聞配達や野球をすることによって克服したこと、サラ
リーマンから転身して今の事業を立ち上げたときの
苦労話、ミキハウスのブランドイメージの為、八尾の
本社ビルを黒川紀章に設計してもらったこと（総額
100億円以上かかったそうです）等の話をされまし
た。非常に面白かったです。

高名で偉い先生の講演もいいですが、同じロータリ
アンの身近な人の話も、興味深くていいものでした。

なお、ミキハウスは、柔道の野村、卓球の愛ちゃん、石
川、平野等80名以上のオリンピック選手を輩出して
いるそうです。

■本日は下岡国際委員長担当のフォーラムです。
　下岡委員長、よろしくお願いします。

■2月27日（木）は辻 義光会員の卓話です。
　辻さんは、会社で自転車チームを持っておられ、来
週はそのチームの監督さんが卓話に来られるとい
うことです。

　尚、天満橋RCさんからこの日の午後4時からの大
阪天満宮の観梅の会にお誘いを受けております。
皆さんご参加の方お願い致します。

2019-20年度第1280回（第30回例会）
幹事報告 (2/20)

幹事  安達 昌弘

本日のメニュー

・カジキマグロとたこのマリネ
・真鯛のホワイヨバター焼き　トマトロースト

ヴァンブランソー
・生ハムとクルートのサラダ、コーヒー、パン

■第1週の卓話の時間には、北村ガバナー補佐をお
迎えしての第3回クラブ協議会が開かれます。
　皆さん出来るだけ休まないようにお願い致します。
　ただ、僕はどうしてもの仕事で休ませて頂きます。
　代わりを藤本直前幹事にお願いしておりますので
よろしくお願い致します。　

■第2週は、山本会員の卓話です。
　よろしくお願い致します。

■第3週（3月19日）は、休会になっておりますので間
違われないように。

　ただ、その例会休会の次の日の20日（祝）は三世
代合同奉仕事業で、天満橋RCさんが支援している
児童院の子供たちを琵琶湖のクルージングに連れ
て行く日であります。
　中之島RC、前回は6名の参加予定でしたが、今回
は今のところ10名と増えてます。
　ありがとうございます。

■そして、第4週の3月26日（木）は2年に1回の太閤
園3クラブの合同の夜例会の予定です。



国際奉仕クラブフォーラム

下岡 陽一郎 委員長

グローバル補助金を使ったVTT（職業訓練チーム）の
経験
ベトナムにおける内視鏡手術～特に耳鼻咽喉科・頭
頸部外科～の発展と教育

栗山 博道

ベトナムダナン病院におけるVTT（Vocat ional  
Training Team－職業訓練チーム）プロジェクトは、
2016年1月11日に鼻内内視鏡手術機器の贈呈式に
始まり、関西医大医師によるベトナムダナン病院の耳
鼻咽喉科医に1月28日までの17日間で26例の鼻内
内視鏡手術研修を行いました。その後毎年ダナン病
院を訪問し鼻内内視鏡手術が順調に行われている
ことを確認してまいりました。本年1月にダナン病院
訪問を最後に、5年間のプロジェクトは無事終了致し
ました。

ここに至る経緯と実際のプロジェクトを紹介させてい
ただきます。1997年から当時済生会中津病院形成
外科部長を務めていた平本道昭先生が、医療機器、
環境の極めて劣悪な状況下のベトナムダナン病院で
の形成外科医の育成に励んでおられました。それを
受け1999年より大阪中之島ロータリークラブの国際
奉仕活動として、平本先生の活動を支援する形で、

数々の医療機器を購入し、ダナン病院に贈呈をして
きました。

2015年1月、ダナン病院を表敬訪問しましたところ、
耳鼻咽喉科領域での内視鏡手術がまだまだ進んで
いないことを聞き及びました。帰国後地区財団委員
からロータリーがなくてもベトナムだけはグローバル
補助金が使えるようになったことを聞きましたので、
１年後（2016年）のプロジェクト実施を念頭に準備
を進めました。

まず、プロジェクトを立ち上げるために、クラブ内に
VTT委員会を設置しました。

その後、関西医科大学理事長山下敏夫氏・同大学耳
鼻咽喉科・頭頚部外科主任教授(学長兼務)友田幸一
氏に相談すると共に同大学准教授朝子幹也氏にも
相談し、人選を進めてもらいました。　

ここでVTTチームメンバーを紹介致します。チーム
リーダーは高島凱夫PDG、以下メンバー平本道昭、朝
子幹也（関西医大）、馬場奨（同）、濱田聡子（同）、高
田洋平（同）、栗山博道（大阪中之島RC）、戸田佳孝
（同）、以上医師8名です。チームのメンバーが常々い
ろんな場面で顔見知りであることより、チームも盤石
なものになりました。また関西医科大学の大きな協
力は、プロジェクトの骨格の重要な部分であると思い
ます。

4月よりプロジェクトの申請書を書き始めましたが、
地区承認が10月末になりました。財団の認可が下り
たのが12月10日、VTTチーム結団式の2日前でした。
予算総額＄92,800、予算の内訳といたしまして鼻内
内視鏡手術機器＄73,102、宿泊費$4,314、航空券
＄11,088、予備費$4,296でした。

実際の現地での鼻内内視鏡術手術は、副鼻腔炎を
主に26例を行いました。関西医大医師の指導のもと、
ダナン病院医師2名が鼻内内視鏡手術を最初から最
後までやり終えることができました。また近隣の耳鼻
咽喉科医が同手術の研修を行いました。これで今回
のプロジェクトが成功したのではないかと自負してお
ります。またダナン病院医師との友好が深められたこ
とも、このプロジェクトが有意義であったことと実感し
ております。

プロジェクトにはVTTメンバー以外にも17名のロー
タリアンが参加して頂キ、チームを精神的また経済



グローバル補助金によるモンゴル支援
Doctor Car寄贈

第2660地区国際奉仕委員会 副委員長　檜皮  悦子

1．ベトナム医療支援を継続する・・・・6名

2．新しく奉仕活動を考える・・・・6名
（例：人道的国際奉仕活動、国際レベルの教育･
文化活動、貧困救済）

・恵まれないところへの支援

・台湾福齢RCと共同で、台湾での奉仕活動を考
える

3．奉仕活動をしない・・・・1名

4．30周年の新たな行事を計画するため、
その準備期間とする・・・9名

5．30周年行事に向けて
新たに奉仕活動をする・・・5名

6．その他　何か考えがある方はご記入ください。

・現在実行している奉仕事業の一層の充実

・できるだけ沢山の会員が参加できる事業が良
い。参加できなくてもその事業にふれる策があ
ればと思う。

・モンゴルについても継続することがあれば、
細々とでも続けるべきだ

・モンゴルの奉仕事業を希望する

ベトナムにおける医療支援も5年間継続し、無事終了いたしました。今後、どのような奉仕活動をしていくか
のアンケートでございます。下記よりお選びください。（複数回答可）

国際奉仕委員会アンケート

的に支援して頂きました。

プロジェクト通しVTT（医療関係）が成功するためには、

①職業訓練には、数週間が必要。

②医師派遣施設（大学、関連機関）の全面的な協力。

③受入施設の協力・親密度

④派遣医師の協力（奉仕の認識）とチームワーク。

⑤チームとクラブとの良好な関係。

⑥医師免許証の関係から、受入国の厚生省、外務
省とのコンタクト（在日大使館など） 

などの要素を充分に整備することが肝要であると考
えます。

木村会長様、安達幹事様、大阪中之島ロータリークラ
ブの皆様例会の貴重なお時間を地区国際奉仕委員
会に卓話のご依頼頂きありがとうございます。

このグローバル補助金によるモンゴルへのDoctor 
Car寄贈事業は、大阪天満橋ロータリークラブ、大阪
大手前ロータリークラブ、大阪中之島ロータリークラ
ブ、各クラブの姉妹クラブであるTaipei Yangming 
ロータリークラブ、Taipei Pailingロータリークラブ、
Taipei Fulingロータリークラブとの初めての三世代
合同事業でした。

寄贈先のマントレ・サム医療センターは首都から
150キロメートル離れロシア国境近くの人口が約

簡単ではありますが、大阪中之島RC、共同提唱クラブ、
大阪西南RC、茨木RC、D3520  3クラブ、D3350  1ク
ラブで行いましたVTTプロジェクトを報告させて頂き
ました。



ガバナー補佐  北村 讓
ガバナー補佐として、本
日の例会で、以下のこと
を報告しました。

1．IM1,2,3組の3月中
に行われるロータ
リーデー、フレッシュ
ロータリアン親睦交

流会が新コロナウィルスの影響で中止になった。

2．IM4,5,6組のことは、3月11日に決定する。ロータリ

アン以外に対しての公開は取り止める。

元社会・青少年奉仕委員長として、以下のことを報告
しました。

1．2年続けている「にしなり子供食堂への奉仕事業」
の「にしなり子供食堂」を運営している「子ども食
堂ネットワーク関西」代表川辺康子さんが2月12
日（水）読売新聞夕刊に記事として掲載された旨。
（添付の記事）

26,600人（69％は首都近くに居住）また、この医療セ
ンターには年間5,100の緊急電話があるにも関わら
ず待機している5台の医療車は旧式なため機能を果
たしてなく、特に厳しい環境下による塩分、脂質の過
剰摂取による心臓血管障害による死亡率が、生活を
支える労働者層に非常に多い。労働者の健康維持、
管理は経済安定の主要因になっている。

寄贈されたDoctor Carにより遠隔地域住民の定期検
査による生活習慣改善、成人危険要因予防と治療の
啓発セミナーも実施されております。



ニコニコBOX20
2

●出席報告
会員数 37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 0名
出席者 28名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 77.77 %
1月30日の修正出席率 94.44 %

木村：少し暖かくなってきました。ニコニコ

下岡：本日国際奉仕クラブフォーラムです。よろしくお
願い致します。

吉田：ニコニコ

高島：国際奉仕クラブフォーラム、しっかり聞いて質問
させていただきます（笑）

嶽下：本日の卓話、辻さん、楽しみです。

前田：台湾へ行ってきました。ホテルにチェックインの
時、熱を測られました。

台湾のほうが日本よりウィルス対策が上ですね。

村上：下岡会員、卓話楽しみにしています。

上山：梅が見ごろですね。

北村（薫）：前回欠席しました。

西田：下岡委員長、本日のクラブフォーラム頑張ってく
ださい。ニコニコ

村木：本日早退させていただきます。すみません

栗山：国際奉仕クラブフォーラム、よろしくお願い致し
ます。

小原：????ニコニコ　もうすぐ春ですね。

本日合計 : ￥29,000
累　計 : ￥999,500

●メイクアップ
井本 万尋  1  月30日 地区広報・情報・

公共イメージ委員会
高島 凱夫  2  月  7 日 諮問委員会

Congratulations!

当クラブが米山奨学委員会より「第２１回米山功労クラブ
（寄付額２,１００万円達成）」の表彰を受けました。

開明中学校・高校インターアクター
献血協力呼びかけに参加

2020年2月16日10時～12時の2時間、開明中学校・
高校インターアクターたちは京橋駅で献血協力の呼
びかけをしました。

寒い朝でしたが、彼らの若い呼びかけの声に、駅構
内の人々の足が止まり、たくさんの人が献血ルーム
に向かっておりました。命をつなぐ奉仕事業だと思い
ました。

インターアクト担当  檜皮 悦子


