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2020-21年度スタートにあたって
2020-21年度会長　金森 市造

本日のプログラム

次回 7/9 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　5大奉仕委員長 方針
　辻　 一夫　クラブ奉仕委員長
　戸田 佳孝　職業奉仕委員長
　辻　 義光　社会・青少年奉仕委員長
　高島 凱夫　国際奉仕委員長
■第2回 8月度理事会
　13：40～　アメジストルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長・幹事方針
　金森 市造 会長
　村上 俊二 幹事

皆さん、こんにちは

本年度会長を務めさせて頂く金森です。村上幹事さんとともにこの1
年間会務運営に努めて参りますので、ご協力の程よろしくお願い致し
ます。

ロータリークラブは20世紀初頭のシカゴの街の著しい社会経済の発
展の陰で、商業道徳の欠如が目につく現状を憂いた青年弁護士ポー



会長挨拶 2019-20年度会長　木村 眞敏

こんにちは、米山奨学生のティン（劉）さんが、本年5
月末に帰国しました。彼女は今年3月に関西大学文
学部研究科（日本史学専修博士前期課程）を卒業し
ました。彼女は当ロータリーのお世話になり、貴重な
経験をたくさんさせてもらったことに大変感謝され、
当クラブに訪れてお礼のあいさつをしたく、5月まで
待たれていたのですが、コロナ禍による例会休会の
為、挨拶できずに帰国されました。大変残念がられて
いました。

ところで、彼女の研究テーマは、「台湾における日本
の統治時代」ですが、本年度奨学生として来られる陳
さんも、大阪経済大学において「台湾における日本の
統治時代の経済」を研究テーマにされるそうです。

日本の統治時代は、1895年から1945年の50年間で
す。この間、植民地時代と表現されることがあります
が、併合時代と呼ぶべきであります。

ちょうど、イングランドにおけるスコットランドや
ウェールズのように同じ国であったのです。だからこ
そ、日本本国は、多額の予算をつぎ込み、台湾に道路、
港湾、鉄道、ダム等のインフラや多くの学校等の教育
機関を作ったのです。台北帝国大学（台湾大学の前
身）は、本土の大阪帝国大学や名古屋帝国大学より
前に造られているのです。

西洋の植民地のように、略奪や搾取を目的としたも
のではないのです。

日本は台湾の近代化の基礎を作ったのです。台湾が
世界一の親日国である遠因は、この統治時代の功績
にあるのではないでしょうか。

ル・ハリスが友人３人と語らって、お互いに信頼ので
きる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま
親友関係にまで発展するような仲間を増やしたい、と
いう趣旨でロータリークラブという会合を考え、1905
年2月23日にシカゴロータリークラブが誕生したの
です。以来今日まで115年の長きにわたりその精神
を引き継ぐ『職業倫理を重んずる実業人、専門職業
人』の集まりとして発展してきました。

私は、ロータリー活動の継続の原点は、なにか？と思
う時、会務を預かる役員の任期システム・会務運営に
係わる諸規定・方法・記録等にあると思っています。

ロータリーの会務運営に係わる諸規定・方法・記録
等を習得することができれば、皆様方の職場やあら
ゆる会の運営に十分役に立つことと思います。

限られた例会スケジュールの中で、わざわざ「会長の
時間」のある意義を今一度かみしめてこの1年間努
めて参ります。

私は、第1週＝当月月間テーマのこと

　　  第2週＝『ロータリーの友』の記事から

　　  第3週＝大阪中之島ＲＣの歴史・話題

　　  第4週＝金森のＲＣでの体験談

を中心に努めて参ります。

例会出席は、『3つの健康確認と感謝』を自覚できる
時間ではないか！と思います。

この1年間よろしくお願い致します。

会務遂行についてのお知らせとお願い

○会務に関するお問い合わせ・ご意見・ご提言は、
まず村上幹事に一報願います

○理事会は、オープン開催です。会員の傍聴を歓
迎します

○例会の欠席は、必ず例会1日前まで事務局に連
絡下さい



まず、本日の予定と致しまして今年度会長・幹事の退
任挨拶の後、例年は新年度になってから行っており
ました会長・幹事慰労会も続けて開催させて頂きます。

昼間でのお酒の伴わない慰労会ですが、こんな時期
ですので派手なことは辞退したいという木村会長の
意向でありますので、会員の皆様方ご了承ください。

次年度の予定です。

■新年度の初例会7月2日（木）は金森新会長・村上

2019-20年度第1283回（第33回例会）
幹事報告 (6/25)

幹事  安達 昌弘
新幹事の方針挨拶です。

■7月9日（木）には大阪大手前RCより大蔭ガバナー
補佐が来訪されます。これは公式行事ではありま
せん。

　尚、この日は5大奉仕委員長の方針挨拶が予定さ
れておりますのでよろしくお願い致します。

■その次の日の10日（金）は、当クラブより金森会長・
村上幹事が大阪大手前RCに表敬訪問されます。

■7月16日（木）は、大阪大手前RCより辻村会長・竹
森幹事が当クラブにお見えになります。

    尚、この日はクラブ奉仕委員会フォーラムの予定
です。栗山委員長、よろしくお願い致します。

■7月23日（木）は祝日により休会です。
　お間違いの無いようにお願いします。

■最終週の30日（木）は、各小委員会の活動方針の
発表です。
　発表予定は、満村親睦委員会委員長、西田会員研
修小委員長、辻一夫例会運営小委員長、安達会員
増強維持委員会委員長、前田SAA委員長、檜皮会
計担当の方々よろしくお願い致します。

2019-2020年度 会長・幹事退任挨拶

会長  木村 眞敏、幹事  安達 昌弘

1．こんにちは、皆様のご協力のお陰で、本日、2019
～20年度の最終例会を迎えることができました。
誠にありがとうございます。

2019-20年度会長  木村 眞敏会長退任の挨拶
本年度行われた事業・行事を冷静に振り返ってみ
ますと、コロナによる約3か月間のロスはありまし
たが、それなりに充実したものであったものと思わ
れます。

では、今から、私なりに、思い出深い行事を振り
返ってみたいと思います。

2．（1）2019年度 米山総会及び新規奨学生歓迎会
について

7月7日、KKRホテル大阪で行われた、2019年
度の米山総会及び新規奨学生歓迎会に参加
しました。

米山奨学制度は全国のロータリアンの寄付を
財源として日本に学ぶ外国人留学生に奨学金
を支給する国際奨学事業です。毎年約800名
の奨学生を採用しており、その累計は2万人を
超えているそうです。

ところで、当日170名余りのいろいろな国の学



友等が集まっていました。中国、韓国、台湾、マ
レーシア、ベトナム、インドネシア等の東アジア
や東南アジア出身者が多数を占めていました。
又、彼等の日本における所属大学は、多い順
で東京大学、筑波大学、大阪大学、東北大学等
でほとんどが国立一流大学です。又、奨学生の
累計2万人中博士号取得者は3,000人を超え
ているそうです。

彼らは、本国に帰って、将来その国の要人にな
るような人たちであります。当日、彼らのスピー
チを聞き、何人かと話しをさせていただきまし
たが、当然のことながら、彼らはみんな親日家
であります。彼らは日本で、その専門以外に日
本の文化、歴史、伝統を学び、体感し、ディープ
な親日家になっています。そして将来、祖国や
日本で重要な地位を占めるようになったとき、
きっと、祖国と日本の深い絆になってくれるも
のと思いました。

その意味で、米山奨学金制度は日本の安全保
障に資するものであると思いました。

ところで、1952年、米山さんは、本奨学基金の
構想を以下のように述べられています。

「将来の日本に生きる道は平和しかない。その
平和日本を世界に理解させるためには、アジ
アの国々から一人でも多くの留学生を日本に
迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらうほか
ない」

米山さんがこの構想をたてた、1952年と言え
ば昭和27年で、日本はGHQにより、軍隊を解散
させられ、憲法9条を押し付けられた時期でし
た。日本は防衛の観点では、丸裸の状態であっ
たのであり、この時点での日本の安全保障は平
和国家日本の親日国を回りに作ることしかな
かったのではないかと思われるのであります。

（2）第2世界大会「絆INモンゴル」について

7月27日、モンゴルのウランバートル市内のホ

テルで行われた米山学友による第2回世界大
会「絆INモンゴル」に参加しました。

多くの参加者がスピーチしましたが、モンゴル
の外務大臣以外のスピーチは全部日本語でし
た。本学友会は日本への留学生の集まりなの
で当然なのですが、スピーチの内容、挨拶の仕
方までが日本的であったことは非常に嬉しい
ことでした。

彼らは、日本留学を通じて、学校で習う専門的
知識だけでなく、日本の伝統、文化を身に付け
ているのです。

彼らを通じて、日本の伝統・文化が世界に浸透
して行くのだ思うと幸せな気分になります。

（3）救急車の寄贈式について

翌28日は救急車の寄贈式に行ってきました。
この事業は台湾の三世代（台北陽明、台北百
齢、台北福齢）と日本の三世代RC（大阪天満、
大阪大手前、大阪中之島）の共同提唱でグ
ローバル補助金を活用して、モンゴルに救急
車を寄贈するプロジェクトが実現し、その寄贈
式に参加したのです。

寄贈式は、ウランバートルから140キロ北にあ
るマントレ・サム病院で行われますので、当日7
時からバス（所要時間4時間）で同地に向かっ
たのですが、折り悪く、10日間続いていた雨の
為、道路事情が悪化し、出発後3時間ぐらいの
時点から前に進むことができなくなりました。

そこで、そこから1時間くらい引き返した地点
に病院側の関係者に来てもらって寄贈式を行
うことができました。

だだっ広い草原の中で、車が動かなくなったと
きは、果たして、日本に帰れるのだろうかと大
変不安になりました。

ところで、モンゴルは、昼は30度以上、朝・夜は
氷点下にもなり寒暖差が激しく過ごしにくいと
聞いていたのですが、現地では、20度前後の
温度で、30度を超す猛暑の日本からいった
我々には過ごしやすい気候でした。

われわれの泊まったホテルの近くの国会議事
堂にはジンギスカンの肖像画が掲げられてお
り、紙幣にもジンギスカンが印刷され、この国
では今でもジンギスカンが英雄なのです。

ジンギスカンは歴史上初めて世界帝国を打ち
立てたモンゴルの英雄なのです。世界史はモ
ンゴル帝国から始まるといわれています。

なお、ウランバートルに走っている車の9割以
上が日本車であり、そのほとんどがトヨタ製で



した。日本の国力の一端を感じました

（4）三世代合同事業について

10月12日に三世代合同事業（天満、大手前、
当クラブ）を行う予定でした。

この企画は大阪市立児童院の子供たち25名
を、校外学習の一環として、クルーズ船で琵琶
湖を周遊し、近江の水環境、歴史、文化を学ぼ
うというものです。又、クルーズ船で食事も楽し
んでもらう企画であったのですが、当日、台風
の為、3月20日に延期となりました。

ところが、3月20日も、コロナウイルス感染症蔓
延の為中止となりました。三世代事業スタッフ
らは、2度に亘る延期という逆境にもめげず、来
年度、更なる挑戦するということです。

この事業があることが前提で近江の話を準備
していましたので、若干その話をさせてもらい
ます。

まず、近江の名称の由来ですが、近江は何故
近江といわれるのでしょうか。都である、奈良・
京都に近い江だからなのです。逆に、遠い江は、
浜名湖で遠江（とおとうみ）と言います。

ところで、近江に都があったことは、2度ありま
した。一度目は天智天皇の時代に近江大津宮、
２度目は聖武天皇の時代で、近江に紫香楽の
宮に遷都しました。

鉄道や車がない時代の流通の中心は、水運で
ありました。殊に、琵琶湖は広大な面積を持っ
ており、北は敦賀に通じており、裏日本航路か
らの物産を琵琶湖を通じて大消費地の京、大
阪に輸送できます。湖東は東国に通じており、
それらの物産を大消費地の京、大阪に輸送す
ることができます。　

（5）10月、地区の公共イメージ向上並びにクラブ
ビジョン策定セミナーについて

上記セミナー参加した際、エス・ディー・ジーズ
という概念をはじめて知りました。これは、持続
可能な開発目標ということです。

このことが問題となったのは、環境破壊等いろ
いろな要因があるのですが、人類の資源消費
が最も大きな要因でした。というのも、50年前
に比べて地球の人口は2.4倍になりました。し
かも、一人当たりの資源消費量は24倍増えて
います。2.4×24=58倍、つまり、50年前と比べ
て使っている資源量は地球全体で58倍増えた
ということです。多くの科学者は人類の滅亡は、
遅くとも40年後だと述べています。

そこで、2015年の国連サミットでエス・ディー・

ジーズ（持続可能な開発目標）が採択され、
2016年から30年までの15年間に達成される
べき17の目標を掲げました。

ところで、RCが以前から掲げていた6重点分野
（「平和と紛争予防・紛争解決」、「経済と地域
社会の発展」、「疾病と治療」、「母子の健康」
「基本教育と識字率の向上」「水と衛生」）のす
べてが上記の17目標に含まれていたことは、
驚きでありました。

（6）12月13～14日の地区大会について

同大会で一番印象に残ったのは、ポーランド
人のアントニーさんでした。彼は交換留学生と
して高槻西RCに来られ、帰国後も日本語・日本
文化の勉強をし、ロンドン大学の日本語科に
留学され、現在はロイター通信の東京支店に
在籍しておられますが、東京の前は、ミュン
マー支局で、身の危険も顧みずロヒィンガ虐
待の実態を世界に発信し続けたそうです。

この実績により、ピュウリッツア賞を受賞した
そうです。RCの交換留学生が国際的に活躍す
る話を聞くのはうれしいことです。

（7）本年1月11日～16日、ベトナムのダナン病院
訪問について

これは同病院において、2016年から本年まで
行ってきた継続事業で、今回をもって最終回と
なります。グローバル補助金を使ったVTT（職
業訓練）の医療支援で、その事業内容は、鼻内
内視鏡手術機器を贈呈し、同機器を使った手
術指導を行うものでしたが、ダナン病院におい
ては毎年約500例の手術を施され、事業目的
は達成されました。

訪問当日、同病院では病院の中央建物にわが
中之島RCを歓迎する電飾を掲げ、温かく歓迎
していただきました。

それにしても、ベトナムは熱い国で、1月という
のに、われわれに居たホーチミン（旧サイゴ
ン）は25度～35度でした。なお、フランスの植
民地であったからか、食べ物は非常においし
かったです。又、同国の移動手段はオートバイ
ですが、そのほとんどがヤマハ、ホンダ等の日
本車であったのが印象的でした。

（8）2月15日、大阪平野RCの創立45周年記念式
典・祝宴への参加について。

上記式典において、伊藤会長が日頃の活動内
容を紹介されていました。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ということです。平野



世界的な新型コロナウィルス感染拡大防止の影響で、
致し方ないとは言え、肝心なこの3カ月余りのロータ
リー活動が飛んでしまい、どうも“やり遂げた感”に欠
ける終わり方です。

数あるロータリクラブの歴史の中でもまず無いであ
ろう50年前の同じ高校の同窓生コンビの会長・幹事
ですので、僕の27年間のロータリー生活の象徴とも
言えるこの1年でした。

僕は以前12年前に今は亡くなられた堀口さんという
方の幹事も経験しておりますが、人間的に性格的に
またお酒の量的にこの木村会長と割りによく似たタ
イプでして、基本的には僕のやりたいようにやらせて
もらえた1年間ということでは同じで、ある意味お酒
の場の癖が良くないので気を付けてと最初は言われ
たものでしたが、まったく問題なく頑張ってくれまして
本当に木村の幹事で良かったと心から思う今日この

2019-20年度幹事  安達 昌弘2019～2020年度の幹事を終えるにあたって
頃です。

ただ、本当に残念なことは5月9日に予定していた
ロータリーデーとFR親睦交流会の中止でした。何度
も何度も打ち合わせを繰り返し、FRなんかは4回も飲
み会を重ね、中止になった5回目はつい先日22日に
やるということで決まっておりますが、今となって考え
てみると本番は無くなってしまったけれど、本番があ
ろうが無かろうが、それ以上の何かが残っていると確
信しているのは僕だけでしょうか。

これは偏にガバナー補佐として本当によく頑張られ
た北村さんの、何としても成功させる為に引っ張って
いくというリーダーシップのお蔭に違いないでしょう。

付け足してひとつ言わせてください。

幹事の年に、当然野球部の監督もして、そして監督
24年目で初めてガバナー杯野球大会で完全優勝を
成し遂げることが出来ました。

古くは、ここに居られます高島会員、山本会員、梅原
会員のお父さん、小林会員のお父さん、一度だけ出
場してもらった村橋会員、そして木村会長にも一度だ
け出て頂いたことがありました。

あと、辻一夫さん、嶽下さん、吉田さんにも活躍して頂
いた時期を経て、そんな歴史があって漸く優勝の胴
上げを、リーグ優勝と完全優勝の2回も経験させても
らいました。

本当にこの1年間の最高の思い出になりました。

皆さん本当にありがとうございました。　　　

僕はもういつロータリクラブを辞めても悔いは無い
です。

最後に「大阪中之島ロータリークラブは永遠です。」

区長も出席され、これらの事業の有益性と感
謝の気持ちを述べられていました。RCは本来
その属している地域社会への奉仕事業を基本
とすべきところ、当クラブは、その属している地
域社会である都島区を奉仕対象としている事
業はありません。今後検討すべき課題だと思
います。

3．本年度の3月以降は、ご承知のように、コロナウイ
ルス感染症の世界的な蔓延の為、6月18日まで休
会となりました。結果、わがクラブがホストクラブと
して5月9日に予定していた。2019-20年度国際
ロータリー第2660地区 IＭ第6組 ロータリーデー
と同フレッシュロータリアン親睦交流会が中止と
なりました。このことは、大変残念なことでした。

ロータリーデーについては、その講師として準備
いただいていた戸田会員らには、誠に申し訳ない
結果になってしまいました。

フレッシュロータリアン親睦交流会については、北
村ガバナー補佐が精力的にフレッシュロータリア
ン親睦交流会委員会を確か5回も開催されました
ので、もうこの時点で、フレッシュロータリアンの親
睦交流の実質は果たされているのではないか思う
ぐらいであります。

4．以上が、当中之島RCの本年度の軌跡であります。
最後になりましたが、コロナによる3か月に亘る中
断があったとはいえ、それなり充実した事業活動
ができましたのは皆様の協力のお陰であります。
誠に、ありがとうございました。



木村直前会長、安達直前幹事、北村直前ガバナー補佐 慰労会
6月25日（木）の例会終了後、木村直前会長、安達直前幹事および北村直前ガバナー補佐の慰労会が行われま
した。1年間ご苦労様でした。本当にありがとうございました。



●出席報告
会員数 37名 国内ビジター 1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 30名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 83.33 %
5月30日の修正出席率 94.28 %

●誕生日
早瀬 道圓 ［  1 日］
檜皮 悦子 ［  7 日］

●事業所設立記念
山本 　肇 　株式会社関西建設［昭和51年］
北村 　讓 株式会社アークエース［昭和57年］
北口 竜輔
 プルデンシャル生命保険株式会社［平成15年］
井本 万尋
 株式会社保険コンシェルジュ［平成20年］
上山 英雄 千里不動産鑑定事務所［平成22年］

Congratulations!7月のお祝い7月のお祝い

ニコニコBOX25
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金森：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
辻（一）：ニコニコ
辻（義）：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
井本：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。最

後はコロナで大変でしたね。
下岡：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
吉田：ニコニコ
早瀬：会長、幹事1年間お疲れ様でした。
山本：木村会長、安達幹事、理事の皆様1年間お疲れ

様でした。
佐賀野令夫人をお迎えして。ようこそお越しくだ
さいました。

高島：様々な試練もありましたが、木村会長、安達幹
事の指導力で無事1年終わりました。ご苦労様
でした。

嶽下：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。ニ
コニコ

北村（讓）：理事役員の皆様、お疲れ様でした。
前田：夕べ飲みすぎました。
檜皮：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
植屋：お誕生日祝い有難うございました。去年の胡蝶

蘭も咲いています。
村橋：木村会長、安達幹事1年間お世話になり有難う

ございました。
北村（薫）：最終例会、1年間有難うございました。
西田：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
丸山：この1年間大変お世話になりました。来年度も

宜しくお願い致します。
満村：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
戸田：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
杉村：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。
上瀬：木村会長、安達幹事1年間お疲れ様でした。ニ

コニコ
梅原：木村会長、安達幹事1年間有難うございました。

本日合計 : ￥58,000
累　計 : ￥1,134,500

●本日のビジター
大阪大手前RC 佐賀野 恭子 様

前　菜 鱧湯引き　胡瓜　梅肉　赤芋茎　白和え
  雲丹豆腐　山葵
  針魚寿司　鰻八幡巻　一寸豆　山独活

吸　物 油目真丈　蓬麩
  人参　青味　柚子

造　り 鯛　鮪
  あしらい一式
焚　合 茄子　ぜんまい信田巻
  南京　人参　青味　木の芽

焼　物  鱸木の芽味噌焼き
  新生姜　万願寺ロース巻き　初神
食　事 豆御飯　香の物
留　椀 赤出汁
甘　味 枇杷と白桃のムース

6月25日のメニュー


