
（ 2月25日）

1313

2021年3月4日

水と衛生月間
月間テーマ（3月）

第1308回（本年度 第30回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

この度、太閤園が6月30日で閉園となり創立以来の例会場が移転し
なければならなくなりました。チャーターメンバーの方にとりましては、
自分が生まれ育った自宅が突然何らかの事情により他人から立ち退
きを言い渡された状況に相似して随分心穏やかではないと思います。

もちろん、創立以後当クラブに憧れて入会されたすべての会員にとり

本日のプログラム

次回 3/11 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　小林 俊統 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■大蔭 政勝 ガバナー補佐訪問日
●卓話　最近の暴力団の現状について
　担当：山本 肇 会員
　講師：大阪府暴力追放推進センター

次長　橋野 穣 様
■第3回クラブ協議会



ましても、チャーターメンバーの方の思いに勝るとも
劣らない気持ちは、同じと思います。という私も、前回
の会長挨拶でも申し上げたとおり『太閤園』は憧れの
ところで有りまして、その太閤園にて毎週1回来れる
ことに心動かされております。それが、7月以後叶わ
ない！とは淋しい！という一言につきます。

ということで、7月1日よりこの太閤園での例会開催は
出来ない事実を踏まえて、早速新例会場探しに着手
しなければならなくなりました。

その対応について先週の理事会にお諮りしましたと
ころ、まずは現・次期・次次期の会長で物件探しに着
手することになりました。また、広く会員各位からも候
補物件の情報を頂きその集約を、辻一夫次年度会長
にして頂くことになりました。したがいまして、例会場
移転物件に関する情報提供は、辻一夫年度会長にお
願い致します。そのことについての対応は、後ほど辻
一夫次年度会長からお話しして頂きますのでお聞き
頂ければと思います。

当年度会長である私は、本日お配り致しました「新会
場移転に関するスケジュールについての案」を呈示
させて頂きましたので当年度理事各位共々、会員各
位のご協力を得て滞りなく次年度を迎えるように努
めて参ります。

現会長である私としては、すでに新例会場候補場所
の一案を辻一夫次年度会長にお伝えさせて戴いて
おりますことを申し添えさせて戴きます。

この度の例会場移転は、当クラブに取りまして大きな
転換期です。まさに『大きな転換期』ですね。『変わ
る！』は英語では『change（チェンジ）』といい、後ろの
アルファベット2文字目の『g』を『c』に置き換えると

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

今日の例会はオンライン（zoom）を併用することで開
催されています。例会開催する以上コロナにかから
ないように感染対策を十分行いましよう。それではこ
れからの行事予定を申し上げます。

■2月25日（木）、この日は国際奉仕委員会のクラブ
フォーラムがあります。高島委員長よろしくお願い
します。

■3月4日（木）、この日はガバナー補佐訪問日であり
ます。

2020-21年度第1306回（第28回例会）
幹事報告 (2/18)

幹事  村上 俊二

『chance（チャンス）』となります。『chance』は、日本語
では、「なにかを行うのに良い機会のこと」の意味に
訳されていて『好機！』とも言われています。

突然現れた『例会場が変わる！』と言う出来事を、会
員各位の総力をもって、『クラブの好機』と捉えたく思
います。

お叱りや批判を承知の上で、例会場移転についての
私の考えを申しあげると、この際に「ロータリーの立
ち上がりの基本」に立ち返ることが形になる場所がよ
いと思います。今一度、『ロータリーの友』毎号の横組
み6ページに記載されている「ロータリーとは」の前
文に記載されている4人組の会合の出来る、そこでの
思い実現に取り組む姿勢のための場所確保と思いま
す。この際に、交通機関の便利さ・事務室の確保・会
費負担増の有無などできる限り会員負担が増えない
ような条件の集約を目指して新例会場確保に取り組
みましょう。

会員各位の情報提供、よろしくお願い致します。



国際奉仕は、第1次世界大戦勃発（1914～1918）し、
イギリスとアイルランドで戦争避難民救済活動を
行ったことが、国際奉仕の始まりと言われています
（国際奉仕の萌芽時代）。

1921年スコットランド・エディンバラで米国以外で初
めての国際大会が開催されました。これを記念して
綱領の中に国際親善と平和の項目を加えることが決
定されました（国際奉仕の綱領化）。1927年のベル
ギー・オステンド大会で四大奉仕部門（国際奉仕は
1928年）を承認されました。

1962年～2011年まではWCS （World Community 
Service） 世界共同奉仕と言われていました。

1992年に大阪中之島RCが誕生して、しばらくはクラ
ブ独自では国際奉仕活動は行っていなかったと記憶
しています。

1996年に初めて奉仕活動を行いました。ヤスミン基
金正式事業としてバングラディシュに学校をつくるた

国際奉仕について

国際奉仕委員会　高島 凱夫 委員長

めの支援での学校建設資金の一部を拠出。しかし、こ
の時は資金拠出だけで、現地には行かなかったと記
憶しています。

ヤスミン基金は、ヤスミン・アフマドというマレーシア
の女性で映画監督だった人が立ち上げた基金で現
在も活躍しています。これが初めての国際奉仕だった
と思います

この頃は、クラブ独自で国際奉仕活動をしない場合
は、地区の国際奉仕に某かの拠出金（たぶん一人
5,000円）を出し、地区の行うプロジェクトに参加して
いた。

地区の奉仕活動は、カンボジヤなど東南アジア各地
での井戸掘りプロジェクトなどであったと思いますが、
大阪中之島では資金は拠出金は出していたんだろう
と思いますが、現地への参加はしていなかったと思
います。

その後2011～2013年の2年間はICS（International 
Community Service）と名称変更されました。

そして2013～2014年度から“国際奉仕プロジェクト”
International Serviceに変更され現在に至っています。

2013年に「未来の夢計画＝FVP」が開始され、財団
の補助金制度が変更されましたが、当時はFVPの委
員会にガバナー年度の関係で何人かの会員が関与
していましたので、当クラブはスムーズに受け入れる
ことが出来ました。

マッチング・グラントと呼ばれていた大型の補助金が
グローバル・グラントへと名称変更，申請内容変更な
どが成されました。

地区補助金（District Grants：DG）もクラブの社会奉
仕活動、国際奉仕活動を行ううえで大切な補助金です。

大阪中之島も地区補助金を使い、社会奉仕活動でも
多くの奉仕活動が行われきました。

社会奉仕活動では、2011年の東日本大震災復興支
援への地区補助金を用いた奉仕活動です。

2011年の東日本大震災の後、その年に聴覚障害者
施設へ医療機器。

2012年には仮設集会所にトイレ及び備品を国際奉
仕事業として台北福齢RCと共に寄贈。

2015年にも、東北支援人道的国際奉仕を台北福齢
RCと行っています。

2016年には、野田村小学校に楽器などを寄贈して
います。

これら東北の支援は、安達会員の素晴らしい努力の
お陰で成功したプロジェクトでした。

国際奉仕でも、グローバル補助金（GG）あるいは地区
補助金（DG）を申請し、多くの奉仕活動を行ってきま
した。

その代表的なプロジェクトがグローバル補助金を用
いたVTT事業「ベトナムに於ける内視鏡手術～特に
耳鼻咽喉科・頭頚部外科～の発展と教育」でした。こ
のプロジェクトの成功は、2000年から開始をしたベ
トナム・ダナン市・ダナン病院への手術器具の寄贈か
ら始まりました。その後の10数年をかけた受益者側
と大阪中之島との信頼関係が確固たるものになって
いたから実現できたプロジェクトであったと考えます。
この間、クラブ創立10周年事業として、ダナン病院の

医師3名を日本の病院に招聘する事も出来ました。
彼らは私達の意思を理解し、今では更に大きく成長
しベトナムで活躍をしています。

大阪中之島が姉妹クラブあるいは友好クラブトと共
に行った国際奉仕活動についてお話しを致します。

先に述べたベトナムでの奉仕活動では、台湾の姉妹ク
ラブと韓国の友好クラブの三者での活動もありました。

2015年には、台北福齢RCが主となり、GGを使い「貧
困家庭の生徒への個別指導的補習授業計画」。
2019年は、台湾福齢と共にGGを用い、MONGOLIA
救急車の寄贈を行った。

国際奉仕の中には「国際的会合への積極的参加」と
言うことも入ります。これは主として国際大会への参
加と言うことです。2021年の台北大会は中止が決ま
りました。2022年は米国・ヒューストン、2023年は豪
州・メルボルンでの開催が決まっています。皆様の参
加を希望致します。

国際奉仕・社会奉仕活動を行う上での資金調達には、
やはりロータリー財団の補助金を如何に上手に使う
か？が大きな鍵となります。

みなさんの財団寄付が、3年間TRFで運用され、地区
に還付されてまいります。それがGGであり、地区補助
金として還元されてくるわけです。

みなさんが使わないと「寄付ばかり集めて」という不
平・不満に繋がってしまいます。

次年度に向け、早く事業計画をお立てになり、資金が
必要な場合は、早めの地区財団補助金の申請をな
さって下さい。

最後になりましたが「ロータリーの終局の目的は世
界平和」です。

多くの貧困に困っている人びと、疾病に困ってる人、
十分な教育を受けられない人、水に困っている人、戦
渦に巻き込まれている人等など多くの問題を抱えて
いる世界に目を向け、大阪中之島ロータリークラブ
の奉仕活動を考えて行って戴きたいと考えています。

　11時半より第10回4月度役員会が例会前にて開
かれます。

　またこの日の卓話は山本会員となっております。山
本会員ご準備よろしくお願いします。

　例会終了後第3回クラブ協議会が開かれます。

■3月11日（木）、この日の卓話は小林会員でありま
す。小林会員ご準備よろしくお願いします。

■3月13日（土）、この日は2021～2022年度の為の
PET研修及び地区チーム研修セミナーが10時より

Zoom ウエビナーにて開催されます。会長エレクト
及び地区委員会委員長並びに委員の皆様よろしく
お願いします。

■3月18日（木）、この日の卓話は栗山会員であります。

　午前11時半より第2回ノミニー理事会が開かれます。

　また例会終了後第10回4月度理事会が開かれま
す。会場はいずれもサファイヤルームになっており
ます。
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みなさんこんにちは、先週の木曜日に学校で今まで
の研究を中間報告会にて発表しまして、無事に終わ
りましたけれど、論文の内容についてまた補足する必
要があるところもまたたくさんあります。次の学会で
の報告は3月13日となります。次回は初めて学外での
発表なので、思うだけで先週の発表より倍以上に緊
張していますけれど、これからももっと練習して緊張
感を乗り越えるように頑張ります。

そしてウイルスに関する話は、先月くらいのことです。
実家の桃園に病院でのクラスターがありまして、先週
までクラスターが緩和できて抑えました。一月の中旬
くらいこのことをニュースで見たとき、本当に心配し
ました。台湾の面積は九州くらいなので、万が一クラ
スターが拡大すると、その影響は一つの都市だけで
はなく、すぐに全国で広がってしまいます。途中に、あ
る都市の地方政府から、桃園は感染拡大の状況が深
刻になっているので、公務員は桃園への出張を避け

米山奨学生 米山奨学生  陳 玉芬

ようをいう声かけもありました。それで民間でも桃園
はウイルスで危ないというイメージが時的に広がり
ました。桃園出身の私はこのような差別言葉を見て
切ない感じが心から湧いてきました。

その後台湾CDCの対策本部長がニュースで「台湾の
面積はこれだけで、みんなも一体なので、国民たちは
ウイルスに対する不安が理解できるけど、互いに支
え合う思いやりは必要だと、みんなも桃園の病院で
働いている職員や桃園の市民と肩を組んで一緒に
感染拡大の対策をやって、ウイルスに負けないにし
ましょう」と話しました。そのニュースを見たら心に生
じた感動はなかなか止めれなかったです。差別待遇
がウイルスの終息に役に立てないです。でも互いに
支え合って一緒に頑張ろうと思ったら、ウイルスの終
息という道に終点は見えます。私も医者さんたちを応
援しています。今年も皆さんと一緒にコロナに負けな
いです。

この度は，私の結婚について，皆様より温かい
祝福の言葉だけでなく，お祝いまで頂戴致しま
して，誠にありがとうございます。

まだまだ未熟な若輩者ゆえに，今後とも，公私
にわたりご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。

以上

大阪中之島ロータリークラブの
会員の皆様へ 小林 俊明

小林会員、ご結婚おめでとうございます。

Congratulations!
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辻（一）：名残惜しい太閤園を楽しみましょうね！

栗山：早退のお詫び。ニコニコ

高島：本日は国際奉仕委員会のフォーラムです。お昼

寝してください。

吉田：近畿大学OBの方にご報告します。私の孫が今

年「近大マグロ」で有名な農学部水産学科に合

格しました。

山本：高島さん、フォーラム楽しみです。

嶽下：国際奉仕フォーラム、ニコニコ

前田：コロナ渦であるのに、先日孫11人が集まりまし

た。賑やかでやかましい。

檜皮：小林会員、ご結婚おめでとうございます。よかっ

たね！

国際奉仕高島委員長の卓話、よろしくお願いい

たします。

植屋：事務所前でメジロが飛んでました。ニコニコ

本日合計 : ￥29,000

累　計 : ￥722,000

●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 1名
 （リモート参加0名）
欠席者 9名

出席率 74.28 %
1月28日の修正出席率 88.57 %

2月25日のメニュー

●本日のゲスト
米山奨学生 陳　 玉芬 様

ライトミール
ちらし寿司　赤出汁

Congratulations!3月のお祝い3月のお祝い

●誕生日
 栗山 博道 ［  7 日］
 福田 忠博 ［12日］
 藤本 淳司 ［20日］
 吉田 　了 ［29日］

●事業所設立記念
 吉田 　了 丸住株式会社［昭和33年］
 梅原 一樹 株式会社スタジオ：リム［昭和43年］
 早瀬 道圓 株式会社ケーホウ［昭和46年］
 檜皮 悦子 檜皮商事有限会社［平成 3 年］
 上瀬 　匠 株式会社プレジール［平成19年］

●結婚記念日
 井本 万尋 ［ 2 日］
 藤本 淳司 ［ 7 日］
 北村 　讓 ［31日］


