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水と衛生月間
月間テーマ（3月）

第1309回（本年度 第31回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

本日は、3月月初の例会です。本年度も残り2/3となり後4ヶ月となりま
した。早いものでもう2/3が過ぎてしまった！と思うか？まだ1/3ある！
と思うか？。「1/3の4ヶ月の感じ方」皆様はどういう気持ちに感じられ
ているでしょうか？「まだ、1/3も毎週金森の『会長の時間』を聞かなあ
かんのか？」と思われていられる方もおられると思いますが、私は心
新たに今までの35年間のロータリー会員として過ごしてきた過去を

本日のプログラム

次回 3/18 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　契約と法律と裁判所について
　小林 俊統 会員

♬SONG : 「火も風も星も」
●卓話　コロナ禍の医療現場
　担当：栗山 博道 会員
　講師：関西医科大学総合医療センタ
　　　  ー  耳鼻咽喉科・頭頸部外科

朝子 幹也 様



振り返り、ロータリークラブで学んだこと・知ったこと・
見たことを、わがままと偏見をお許し頂き、お叱りを
承知の上、後に続く大阪中之島ロータリークラブの会
員諸兄のロータリーライフの糧になればとの思いで、
本日からの会長の時間の挨拶内容につて述べたく存
じます。

それは、すべて、今までご指導頂いた先輩のお言葉
で私自身が「同感・感銘」を受けた中から、私なりに理
解して納得したものを題材にして行きます。簡単に言
えば「人のものの受け売り！」です。私はこれからいつ
まで生きていけるか？分かりませんが、おそらく、我が
人生の余生の中で人様の前でご挨拶する機会は、6
月24日の最終例会をもって終わると思います。

そんな中奇しくも、我が大阪中之島ロータリークラブ
の例会場である太閤園もこの年度末をもって終わる
ことになりました。どんなことがありましても、6月24
日（木）の例会をもって太閤園での開催を閉じること
になります。一日も早く新例会場探しに着手しなけれ
ばなりませんので新例会場探し取りまとめをお願い
致しております辻一夫会長エレクトより相談を受けて、
本日開催予定にありましたクラブ協議会の内容を急
遽「新例会場に関する協議」に変更させて頂きました。
後ほど、ご協議頂きそれを受けて協議会終了後、『臨
時理事会』を開催し前向きに取り組む体制を敷いて
おりますので、協議会では会員各位の忌憚のないご
発言を頂きますことを願っています。

ちなみに幸先の良いことに次年度辻一夫年度会長
での初例会は7月1日（木）で装いも新たに新例会場
にての開催予定、素晴らしいことですね！

ところで、3月のロータリー強調月間テーマは、「水と
衛生月間」です。国連は、3月22日を「世界水の日」と
しています。国連サミットで採択された持続可能な開
発目標に併せて、ロータリーでもよりよい世界を目指
す活動が各地で進められています。

ロータリーの友昨年3月号によりますと、2017年の世
界人口76億人のうち、71%（53億人）が安全に管理
された水を飲める一方、2%（1億4,400万人）は池や
川に水を直接利用し、その半数以上がアフリカに居
住していると報じられています。

安全でない飲み水と不衛生な生活は、下痢などの病
気を引き起こし、毎日700人を超える子どもがなく
なっていると伝えられ肺炎など、他の病気にかかるリ
スクもより高くなり、一日も早い安全な飲み水の普及
が待ちこがれるところです。

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。

■3月4日（木）、今日はガバナー補佐訪問日でありま
す。大蔭ガバナー補佐よろしくお願いいたします。

　11時半より第10回4月度役員会が例会前にて開
かれました。

　今日の卓話者は山本会員となっております。山本
会員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。また
クラブ協議会終了後、臨時理事会がゴールデン
ホール西にて行われます。

■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。

2020-21年度第1308回（第30回例会）
幹事報告 (3/4)

幹事  村上 俊二

我が人生75年を振り返れば、生まれ育った今の自宅
に上水道が敷設されたのは、昭和32～3年頃のよう
に思います。それまでは、井戸水を「つるべ」でくみ上
げて飲んでいました。60数年前の出来事です。今で
は、蛇口をひねれば、何の心配することなく「飲み水」
が頂けることに感謝したいものです。



1．暴力団勢力

令和元年末現在の数字ではありますが、全国の暴
力団構成員と準構成員を合わせまして、約28,200
人であると警察庁が発表しています。

平成4年に暴力団対策法が施行されたときには、
90,000人以上の構成員らが把握されていました
ので、この26年余りで約3分の1に減ったこととなり
ます。

ただ、暴力団対策法の施行や平成23年には各都
道府県に暴力団排除条例が施行されたことにより、
「暴力団員であることが知られるとあらゆる面で制
約を受ける」ことから、彼らは暴力団員という身分
を隠したり、暴力団を辞めたとする嘘の離脱を主張
するなど、潜在化が進んでいるのも確かなのです。

2．暴力団の特徴

先ほども少し述べましたが、暴力団員の潜在化が
進むことで、その犯罪も不透明化しています。

暴力団員が暴力団を示す名刺を使用して組織の
威力を利用して金員を脅し取るような犯罪は殆ど

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

ありませんし、社会運動や政治活動を仮装、標ぼう
するなどしており、怖がらせるというより困らせた
上での資金獲得を狙っています。

コロナ禍の中でも、行政からの助成金や支援金を
騙し取ったり半グレといわれる、いわゆる不良グ
ループなどを使って特殊詐欺事件を敢行するなど、
社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲
得活動を行っています。

3．反社会的勢力に対する社会の動き

各業界では暴力団関係者を含む、反社会的勢力
（暴力団、暴力団員、総会屋、社会運動等標ぼうゴ
ロ）との関係を遮断するためにあらゆる対策を講じ
ています。

これは、平成19年6月に政府が犯罪対策閣僚会議
の申し合わせとして「企業が反社会的勢力による
被害を防止するための指針」を策定し、各省庁に
取組を指示したことによります。

この指針の内容は、簡単に言いますと

反社会的勢力と関係を持てば、従業員や会社自
身に大きな被害をもたらす可能性が高いことか
ら、あらゆる関係を遮断せよ。

というものです。

そしてその取組として

①組織としての対応
②外部専門機関との連携
③取引を含めた一切の関係遮断
④有事における民事と刑事の法的対応
⑤裏取引や資金提供の禁止

の5本を柱として各業界に応じた反社会的勢力排

大蔭 政勝 ガバナー補佐と吉村ガバナー補佐エレクトが
お見えになりました。

　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。

■3月25日（木）、この日は太閤園3RC懇親会が昼例
会で開かれます。

■3月28日（日）、三世代合同・社会奉仕事業は中止
となりました。



除の取組を実施するよう指示が為されているとの
ことです。

これによって、皆さん方の企業でも契約約款などに
暴力団排除条項が盛り込まれるなどして対策が為
されていると思います。

4．大阪府暴力団排除条例について

暴力団構成員等が減少した大きな要因として平成
23年10月までに全都道府県に暴力団排除条例が
制定されたことが上げられます。

この条例の内容につきましては、各都道府県によ
り若干違ったところはあるものの、その主旨につい
ては殆ど同じで、基本的な理念として「暴力団を恐
れないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこ
と」「暴力団を利用しないこと」「暴力団事務所の存
在を許さないこと」を掲げ、府、市町村、府民及び
事業者が相互に連携を図りながら、社会全体で暴
力団を排除していくこととしています。

例えば暴力団を利用する目的で、本来、対価が発
生するにも関わらず無償で工事を請け負ったり、
暴力団の威力を利用して売買の仲介を頼んだりす

ると、この条例に抵触し、公安委員会から「勧告」や
「指導」などを受けることとなり、これらの警告に従
わなければ「公表」という形で暴力団関係企業とし
てレッテルを貼られることにもなりかねないのです。

したがって、この条例が制定されたことにより、暴力
団に資金が流れにくくなり、暴力団では生活できな
い社会となってきたことから、暴力団構成員の減
少に繋がったと言っても過言ではないと思います。

5．終わりに

暴力団の潜在化が進むことにより、暴力団かどう
か見極めることが難しくなっています。そのような
中、暴力団を含む反社会的勢力との関係を持たな
いためには、早い段階で相手方の素性を十分に調
査する必要がありますし、もし、気付かずに関係を
持ってしまった場合は、気付いた段階で早く警察
や私ども暴力追放推進センター、さらには弁護士
の先生方に相談すべきです。そして、組織で外部関
係機関と協力して関係を遮断してください。

以上、暴力団等の現状につきまして話をさせてい
ただきました、ご静聴ありがとうございました。

日　時：2021年3月4日（木）　14：40～
場　所：太閤園　ゴールデンホール西
出席者：金森・辻（一）・栗山・檜皮・前田・戸田・辻（義）・高島・安達・西田・村上
オブザーバー（議決権なし）：丸山・嶽下・福田・北村（讓）・山本
（理事会出席者12名　内議決権あり11名）

2020-2021年度　臨時理事会

金森会長あいさつ

臨時の理事会を開催させていただき、また、先ほど
は協議会で忌憚のないご意見を頂きましてありが
とうございました。

先ほど、辻さんがおっしゃっていましたようにこの

場で新例会場の場所を決めたいと思います。辻さ
んの年度からでございますので、辻さん自身が執
行部といろんな対応をされるということであろうか
と思います。

そういうことを踏まえて、皆さん方の忌憚のないご



意見をいただいてそれなりの段取りをして7月1日
の第一例会を迎えたいと思っていますのでどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

幹事

前回理事会で、この例会場の移転問題につきまし
ては金森会長、辻会長エレクト、栗山ノミニーの3
名で取りまとめていくということになっていますの
で、本日は代表して辻会長エレクトにお願いしたい
と思います。

辻会長エレクト

改めてご報告をさせていただきます。帝国ホテル、
ニューオータニ、ANAクラウン、ヒルトン、リーガロ
イヤル、モントレ京橋、それともう一つシェラトン都
ホテルの案が出されました。

その中で、それぞれのルートを通じてご検討いた
だいた結果、帝国ホテル、ANAクラウン、リーガロイ
ヤルについては、お引き受けしかねますとの回答
を頂きました。

ニューオータニ、ヒルトン、モントレ京橋について
は、結構ですとの回答を得ました。

ただし、ヒルトンについては家賃が30万円と非常
に高いため、事務所を別の場所に開設するという
前提で候補にあげました。ニューオータニとモント
レ京橋はホテルの中に事務所を開設するという前
提にしています。シェラトン都ホテルには情報はあ
りません。

ただし、これは一つの議論ですが、たとえば事務所
についてはモントレが安いので、モントレの事務所
を借りてニューオータニで例会をするということも
あるのではないか、とのご意見もありました。ヒルト
ンの場合は、近くに駅前第一ビルから第4ビルまで
あり結構沢山部屋が開いているようなので、事務
所の開設についてはあまり不都合はないのではな
いかというおはなしでした。

ヒルトンの場合は5,300円＋2,500円となって居ま
すが、これは同じ日に別のロータリクラブが例会を
やっていれば、2,500円はいりませんとのこと。

ただし、中之島単独でやる場合は2,500円たして
下さいとのことです。他のクラブの休会は、年5回ぐ
らいまでだったらいいのですが、たくさん休会にな
れば、2,500円プラスになります。

幹事

それでは、理事全員のご意見をお願いします。（理
事のみの意見をお願いします）

○冒頭に金森から発言させてください。先程の、協
議会でのご意見をお聞きしていてモントレ・京
橋を紹介した私としては、発言されたご意見の
中に、看過できない内容がありましたので、万一
今後交渉等があっても私は辞退させて戴きます。

私自身は、モントレ京橋はよく知っていて一番い
いところだと思っています。

○先ほどの協議会を拝聴していますとモントレ京
橋は、会費をおさえられると、ニューオータニは
ステータスがあって納得いく人が多いということ
ですが、どちらをとるかというのはやはり難しい
ことだと思います。私としては皆さんのご意見に
準じるということにさせていただきます。

○両方とるとした場合、1ヶ月3回ニューオータニで
例会を実施してはどうか。

一番かんがえるところは、車を置きやすいところ
にあります。

事務局は、向かいのビルなどで探せば、経費は
ほぼかわらないと思います。

○難しい判断が必要ですが、個人としてはニュー
オータニでよいと思います。値段的なところは、
辻会長エレクトに交渉していただいて、もう少し
どうにかなるのかなとおもっております。基本的
にはニューオータニでいいのかなと思います。

○協議会で十分お話させていただきましたのでひ
かえさせていただきます。けど、東南は32名、城
東は34名で、中之島がニューオータニに行けば
一番人数が多いんです。これでやっていかれて
いるから、何とかなると思います。

一応、ニューオータニに賛成です。

○皆さんが仰っていましたように、新入会員を勧誘
したりするときにも、ニューオータニの方がよい
と思います。

○やはりロータリーはステータスというのは大事
ではないかと思います。歴史ある太閤園で例会
をやらせてもらって、今度太閤園からどこに移り
ますのと聞かれたときに、個人的にはニュー
オータニが良いと思います。

○私は結論から言うとどちらでもよいと思います。

まず、会社から近いのがよいと思っています。私
はロータリーに入れてもらったのも、まず、場所
で太閤園ということで一番近いということでした。

○どちらでもいいんですが、ステータスというのは、
ロータリーの奉仕活動をステータスということで、
建物でステータスというのはちょっとおかしな考
えなので、そこら辺はお考え下さい。ロータ
リーってそういうことではないと思います。やっ
ぱりロータリーのステータスというのは奉仕を如
何にするかということをもう一度考えて頂きたい。

幹事

以上により採決を取ります。
　ニューオータニに賛成の人　挙手　6名　11名
　モントレ賛成の人　　　　　挙手　0名

　棄権　　　　　　　　　　　　　  2名

決議：ニューオータニに決定とする。　⇒［ 承認 ］

付帯事項　⇒［ 承認 ］

・ニューオータニとの交渉は、辻会長エレクトがお
こなう。

・現在の例会は毎週木曜日に開催することになっ
ているが、これを週3回に変更するとなった場合
は、ノミニー理事会で検討し、理事会に諮り、例会
で改正決定とする。

・過去にも例会数について議論したことがあり、1
回休んだら1ヶ月以上顔をみないこともあるので、
毎週やりましょうということで今日にいたっている
経緯もある。

・移転費用について：移転費用の捻出について、定
期預金300万円あるので解約し、総合口座に預
け替えしたい。総合口座の定期預金にする。　

・会計からの報告：昨年度も本年度も、年間30万円
の会費では赤字となる。

辻会長エレクトあいさつ

皆さんの非常に有意義な決定をいただきました。
あとは、ソフトランディングしていきたいと思います。

ありがとうございました。



第3回　クラブ協議会（2020-2021年度）
1. クラブ奉仕委員会 栗山委員長

クラブ奉仕委員会としては、会員増強・維持、例会
運営、親睦活動、会員研修の小委員会活動を充実
させることが重要であると考えており、各小委員会
とコミュニケーションを図っております。

2. 会員増強・維持小委員会 安達委員長

今年度の会員増強は皆無です。そして、今年度の初
めには前会長がコロナ理由により退会致しました
ので、会員数はマイナス1名の減になっております。

言い方は悪いかも知れないですが、この時期は会
員を増やすことは難しいと諦めてとにかく退会を
阻止させることに全力を挙げるのが正しいと思わ
れます。

コロナ禍が長引けば長引く程、景気の悪化が堪え
てきて退会の話が出てくる可能性が高いので、ま

ずクラブ全体を、また例会自体を明るく維持し、も
し退会の雰囲気をキャッチした時には全員で動い
て可能性のある限り退会阻止に力を注ぎたいと考
えます。

クラブの皆さんも一緒に考えて会員増強委員会を
助けてください。

3. 例会運営小委員会 辻（一）委員長

コロナでなにかと活動が制約される中、週報をた
のしく読める工夫を心がけたり、例会の机の並び
をスクール形式にしてコロナ予防を試みたり、こう
した種々の工夫によって出席率はさ程低下せず
たのしく例会を展開できたと思います。

4. 親睦活動小委員会 満村委員長

本年度は、コロナ禍の中で、秋の家族会、クリスマ

意見をいただいてそれなりの段取りをして7月1日
の第一例会を迎えたいと思っていますのでどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

幹事

前回理事会で、この例会場の移転問題につきまし
ては金森会長、辻会長エレクト、栗山ノミニーの3
名で取りまとめていくということになっていますの
で、本日は代表して辻会長エレクトにお願いしたい
と思います。

辻会長エレクト

改めてご報告をさせていただきます。帝国ホテル、
ニューオータニ、ANAクラウン、ヒルトン、リーガロ
イヤル、モントレ京橋、それともう一つシェラトン都
ホテルの案が出されました。

その中で、それぞれのルートを通じてご検討いた
だいた結果、帝国ホテル、ANAクラウン、リーガロイ
ヤルについては、お引き受けしかねますとの回答
を頂きました。

ニューオータニ、ヒルトン、モントレ京橋について
は、結構ですとの回答を得ました。

ただし、ヒルトンについては家賃が30万円と非常
に高いため、事務所を別の場所に開設するという
前提で候補にあげました。ニューオータニとモント
レ京橋はホテルの中に事務所を開設するという前
提にしています。シェラトン都ホテルには情報はあ
りません。

ただし、これは一つの議論ですが、たとえば事務所
についてはモントレが安いので、モントレの事務所
を借りてニューオータニで例会をするということも
あるのではないか、とのご意見もありました。ヒルト
ンの場合は、近くに駅前第一ビルから第4ビルまで
あり結構沢山部屋が開いているようなので、事務
所の開設についてはあまり不都合はないのではな
いかというおはなしでした。

ヒルトンの場合は5,300円＋2,500円となって居ま
すが、これは同じ日に別のロータリクラブが例会を
やっていれば、2,500円はいりませんとのこと。

ただし、中之島単独でやる場合は2,500円たして
下さいとのことです。他のクラブの休会は、年5回ぐ
らいまでだったらいいのですが、たくさん休会にな
れば、2,500円プラスになります。

幹事

それでは、理事全員のご意見をお願いします。（理
事のみの意見をお願いします）

○冒頭に金森から発言させてください。先程の、協
議会でのご意見をお聞きしていてモントレ・京
橋を紹介した私としては、発言されたご意見の
中に、看過できない内容がありましたので、万一
今後交渉等があっても私は辞退させて戴きます。

私自身は、モントレ京橋はよく知っていて一番い
いところだと思っています。

○先ほどの協議会を拝聴していますとモントレ京
橋は、会費をおさえられると、ニューオータニは
ステータスがあって納得いく人が多いということ
ですが、どちらをとるかというのはやはり難しい
ことだと思います。私としては皆さんのご意見に
準じるということにさせていただきます。

○両方とるとした場合、1ヶ月3回ニューオータニで
例会を実施してはどうか。

一番かんがえるところは、車を置きやすいところ
にあります。

事務局は、向かいのビルなどで探せば、経費は
ほぼかわらないと思います。

○難しい判断が必要ですが、個人としてはニュー
オータニでよいと思います。値段的なところは、
辻会長エレクトに交渉していただいて、もう少し
どうにかなるのかなとおもっております。基本的
にはニューオータニでいいのかなと思います。

○協議会で十分お話させていただきましたのでひ
かえさせていただきます。けど、東南は32名、城
東は34名で、中之島がニューオータニに行けば
一番人数が多いんです。これでやっていかれて
いるから、何とかなると思います。

一応、ニューオータニに賛成です。

○皆さんが仰っていましたように、新入会員を勧誘
したりするときにも、ニューオータニの方がよい
と思います。

○やはりロータリーはステータスというのは大事
ではないかと思います。歴史ある太閤園で例会
をやらせてもらって、今度太閤園からどこに移り
ますのと聞かれたときに、個人的にはニュー
オータニが良いと思います。

○私は結論から言うとどちらでもよいと思います。

まず、会社から近いのがよいと思っています。私
はロータリーに入れてもらったのも、まず、場所
で太閤園ということで一番近いということでした。

○どちらでもいいんですが、ステータスというのは、
ロータリーの奉仕活動をステータスということで、
建物でステータスというのはちょっとおかしな考
えなので、そこら辺はお考え下さい。ロータ
リーってそういうことではないと思います。やっ
ぱりロータリーのステータスというのは奉仕を如
何にするかということをもう一度考えて頂きたい。

幹事

以上により採決を取ります。
　ニューオータニに賛成の人　挙手　6名　11名
　モントレ賛成の人　　　　　挙手　0名

　棄権　　　　　　　　　　　　　  2名

決議：ニューオータニに決定とする。　⇒［ 承認 ］

付帯事項　⇒［ 承認 ］

・ニューオータニとの交渉は、辻会長エレクトがお
こなう。

・現在の例会は毎週木曜日に開催することになっ
ているが、これを週3回に変更するとなった場合
は、ノミニー理事会で検討し、理事会に諮り、例会
で改正決定とする。

・過去にも例会数について議論したことがあり、1
回休んだら1ヶ月以上顔をみないこともあるので、
毎週やりましょうということで今日にいたっている
経緯もある。

・移転費用について：移転費用の捻出について、定
期預金300万円あるので解約し、総合口座に預
け替えしたい。総合口座の定期預金にする。　

・会計からの報告：昨年度も本年度も、年間30万円
の会費では赤字となる。

辻会長エレクトあいさつ

皆さんの非常に有意義な決定をいただきました。
あとは、ソフトランディングしていきたいと思います。

ありがとうございました。



ス家族会は中止となり、秋に予定していた大阪城
公園散策とバーベキュー企画は雨天中止の憂き
目にあうなど、実績はゼロでした。

年が明けて、1月28日に、新春落語会と題して、林
家染二師匠をお招きし、落語鑑賞とくじ引き会を
開催しました。

現在、3月25日の例会後に、太閤園3ロータリークラ
ブ親睦行事として、マジックショーを企画しています。

太閤園が6月30日を持って閉園することになりま
した。タイミングを見て、最後の食事会を企画出来
ればと考えています。

5. 会員研修小委員会 西田委員長

本年度は新入会員がございませんでした。よって
会員研修も行っておりません。

6. 職業奉仕委員会 戸田委員長

＜活動方針＞

「目で見える職業奉仕を行うこと」を方針とする。

具体的には2016年のRIの定款に追加された「職
業奉仕には自己の職業上の手腕を社会の問題や
ニーズに役立てるためにクラブが開発したプロ
ジェクトに応えること含まれる。」に準じて、出前授
業と職場訪問とフォーラムを行いました。

＜実施活動＞

1）2020年9月24日　出前授業

地元である中之島朝日カルチャーセンター（フェ
スティバルタワー18階）と協力してシニア向け
に歯と耳と膝の健康についての出前授業を9月
24日にクラブのプロジェクトとして行いました。

朝日カルチャーセンターでの講演内容は自動的
に朝日新聞紙面で紹介されます。今回の出前事
業も8月28日朝日新聞朝刊で紹介され、記事を
読んだシニア世代が多数申し込んでくれました
ので、ロータリークラブの公共イメージ向上に貢
献できたと考えています。

一般的な医療講演会では糖尿病なら糖尿病の
話だけしか聞けません。また医師会や大学が主
催する複数の科目にまたがる医療講演会では
医学的に根拠のある真面目な話を主に行いま
す。いろいろな分野の講演を一度にリラックスし
た雰囲気で聞けることがロータリークラブの企
画する出前授業の長所です。

今回の出前授業では総合討論の司会者である

高島凱夫パストガバナーから「ロータリークラブ
とは？」について一般向けの説明を行いました。

出前授業は主に学生に対して行われてきました
が、新聞等を利用してロータリークラブの公共イ
メージを向上させ、会員数増加につながるよう
な出前授業も有効であるとわれわれは考えてい
ます。

2）2020年11月19日　職場訪問および卓話

22名でトヤマビル東館6階のガバナー事務所を
訪れました。

栗正久美さんを初めとする事務局の方々が受け
入れの準備を整えて下さっていました。新型コロ
ナウィルス感染予防のため会議室に19名、別室
に3名が入りました。吉田地区代表幹事からガバ
ナー事務所の仕事内容や利用法などについて、
話を伺いました。代表幹事は職場訪問の意味を
良く存じておられるので要点立てて話して下さり、
特に入会して日が浅いロータリアンが今後、地
区委員会での活動を行う場合などに役立つ内
容を説明して下さいました。

ガバナー事務所ではコロナ対策の意味もあり、リ
モート音声と映像が別室で見られるようになっ
ているため、リモートでの音声や映像の切り替
わり方が別室で確認でます。このため、あるクラ
ブはリモート併用講演会を行う予行演習をガバ
ナー事務所で行い、成功されたそうです。

その後、トヤマビル新館10階で大阪東淀ちゃや
まちRC戸田和孝氏の「住まい・まちづくりに関す
る出前授業について」とい卓話を受けました。

3）2021年1月21日　職業奉仕フォーラム

フォーラムの題名は「外向きの職業奉仕を通じて
ロータリーの公共イメージを向上させよう」でした。

まとめますと、「それぞれの専門職からみれば、
世間の人が信じている常識のウソやちょっとし
た知識や工夫で生活が改善されることが沢山あ
ると思います。そのような専門知識を卓話で培っ
た技術で世間にわかりやすく伝えることをクラブ
が後援すれば、外向きの職業奉仕になります。

ロータリークラブが現在抱えている大きな問題
として会員数の減少と高齢化があります。それを
解決するためには新聞などのメディアを通じて
ロータリークラブの特徴である職業奉仕を世間
に知って貰い、ロータリークラブの公共イメージ



を向上し、会員を増強することが大事です」とい
う内容でした。

＜活動内容掲載誌＞

1．戸田佳孝：大坂中之島RCにおける職業奉仕と
公共イメージ向上活動. 国際ロータリー第2660
地区ガバナー月信.10月号：9頁、2020

2．戸田佳孝：大阪中之島RCが行ったガバナー事
務所への職場見学について. 国際ロータリー第
2660地区ガバナー月信.12月号：8頁、2020

3．戸田佳孝：職業奉仕を発揮し、公共イメージ向
上.ROTARY AT WORK. ロータリーの友.1月号：
25頁、2021

4．戸田佳孝：大阪中之島RCにおける緊急事態宣
言発令下で行った職業奉仕フォーラムの工夫. 
国際ロータリー第2660地区ガバナー月信.2月
号：10頁、2021

7. 社会・青少年奉仕委員会 辻（義）委員長

今年度社会奉仕委員会は引き続き新型コロナ感
染影響により、本来の奉仕活動は制限され、厳しい
状況が続いています。

下半期、大阪天満橋RC様がホストクラブとして計
画されていました三世代合同奉仕事業の「大阪市
立児童院の子供達と一緒に琵琶湖クルーズ」は中
止が決定しました。三世代合同例会は5月で開催
を調整中です。

コロナ関連の奉仕事業として、高島会員のお世話
により3月「公益財団法人大阪市救急医療事業団 
中央急病診療所」に医療用マスク2,400枚を寄付
させていただきました。これは地区補助金を利用
して合計60万円相当の寄付となります。4月8日会
長、幹事、高島会員、栗山会員、辻の5名で贈呈式
に行きます。

今年度まだまだ不明なことが多く、活動が不安定
であることは否めません。その中でもできることが
あればいろいろな奉仕事業を行っていく所存です。

会員の皆様、よろしくお願いいたします。

8. 国際奉仕委員会 高島委員長

当委員会は、新型コロナウィルス感染症により大き
く活動を制限され、上半期においては2020年8月
27日：委員会・懇親会、2021年1月28日：2月25日
開催の国際奉仕委員会フォーラム打ち合わせのた
めの委員会を開催致しました。

打ち合わせ会では、コロナウィルス感染予防のた
めテーブルミーティングは行わず、①国際奉仕と
は？ ②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～の発展のスライドを供覧する
ことで、これまでの国際奉仕活動について再確認
し、今後の奉仕活動、地区補助金申請の必要性を
述べることとした。

9. SAA 前田委員長

今年度のSAAの活動について、金森会長から、コロ
ナ禍におけるロータリー活動の活性化についての
アンケート提出の依頼がありました。

アンケートの内容は

例会場のテーブル席をSAAで毎回決めることに
「協力できる」・「協力できない」

に応えてくださいとのことです。

金森会長の私見は「自由に座ると、どうしても人間
の習性として、知らず知らずに毎回同じ場所に座り、
同じメンバーにとなりやすい。となれば、例会場に
て顔は見ているが、挨拶程度の交流しかないメン
バーとなりロータリーの特徴である年代・職業を超
えての交流にはなりにくい」です。

委員会で話し合った結果、席の指定については月
1回程度にして、あとは自由にするということになり
ました。

しかし、現在はコロナ対策での席配置で、各々自由
に着席となっています。またズーム参加もオーケー
となっており、SAAとしてはメンバーの多様な参加
方法と出欠の確認を求めるようにしています。



▲お誕生日のお祝い：左より福田 忠博会員・栗山 博道会員・
　吉田 了会員・藤本 淳司会員・金森 市造会長

▲事業所設立記念のお祝い：左より梅原 一樹会員・上瀬 匠会員・
　吉田 了会員・早瀬 道圓会員・檜皮 悦子会員

▲結婚記念日のお祝い：左より北村 讓会員・井本 万尋会員・
　藤本 淳司会員・金森 市造会長

日時：2021年3月6日（土）14：30～16：30
場所：開明中学校高等学校

第一部として大阪東ロータリークラブ主催：開明中学
校・高等学校生12名によるスピーチコンテスト、第二
部として機材贈呈式が開催されました。クラブからは
金森会長・村上幹事・辻会長エレクト・高島IAC・
Adviser・檜皮が出席しました。

インターアクタースピーチコンテストでは大阪中之島
ロータリ―クラブから辻一夫会長エレクトが審査員
としてまた最後に講評を述べられました。エレクトご
自身の経験から第一外国語を学ぶ大切さ、そして各
生徒たちの英語能力の素晴らしさを褒め称えられま
した。今回のスピーチコンテストは、生徒たちが自発
的に取り組み練習しコンテストに挑みました。評価は
兎も角、彼らのこの挑戦が必ず将来活かされると思
いました。最後のプレゼンターによる力強い“Yes, 
We Can! で一部が終わり、第二部は機材贈呈式に移
りました。

Web 会議・交流会のための機材は地区よりの贈呈で
大阪中之島ロータリークラブの金森会長がご挨拶を
されました。ご本人は英語によるスピーチをされるご
予定でしたが次回におねがいしました。（笑）イン
ターアクター担当として計り知れない可能性がある
生徒たちのお世話ができる幸せを感じました。

次回インターアクト例会：2021年3月17日（水）17：00～

English Contest &
Web会議・交流会のための機材贈呈式

インターアクター担当　檜皮 悦子



ニコニコBOX4
3

辻（一）：ようこそガバナー補佐及びガバナー補佐エレ
クト様

村上：大蔭ガバナー補佐、吉村ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。ニコニコ

戸田：大蔭ガバナー補佐、ようこそ

辻（義）：今日もニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：お祝いいただきました。

山本：大蔭ガバナー補佐・吉村ガバナー補佐エレクト、
大歓迎です。

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

北村（讓）：大蔭さん、吉村さんありがとうございます。

前田：先週、安達会員の会社が産経新聞に掲載され
ました。コロナ対策委新機能マスクを名古屋工
業大学と子ラブで売り出したそうです。

井本：結婚記念日のお花有難うございました。無事に
銀婚式を迎えました。

本日合計 : ￥35,000
累　計 : ￥757,000

●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 2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 1名
出席者 29名 外国ゲスト 0名
 （リモート参加0名）
欠席者 6名

出席率 82.85 %
2月4日の修正出席率 77.14 %

●本日のゲスト
ゲストスピーカー 橋野 　穣 様

先　付 桜豆腐　花弁人参　土筆　旨出汁
造　り 鯛昆布〆桜花和え　平鯵　花弁大根
  あしらい
煮　物 若筍豆腐　海老　木の芽
八　寸 小付　サルボ貝　分葱　紅立
  梅錦玉子　鰆挟み焼　花蓮根
 サーモン高菜寿司　丸十蜜煮
 スナップエンドウ黄味酢
食　事 鯛ご飯　うすい豆
香の物 二種盛り
止　椀 赤出汁
外出し
 揚   物 海老　公魚　茄子　青唐　南京　レモン　塩

3月4日のメニュー

●本日のビジター
ガバナー補佐（大阪大手前RC） 大蔭 政勝 様
ガバナー補佐エレクト（大阪平野RC） 吉村 　昭 様

Congratulations!

米山奨学委員会より早瀬会員と前田会員が
米山功労者の表彰を受けました。


