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皆さま、こんにちは！

先週は、以前からの外せない予定の為欠席申し訳ありませんでした。

栗山会長エレクト、会長代理の役ありがとうございました。

私どもの姉妹クラブ台北福齢ロータリークラブが4月9日㈯、創立24
周年の例会をされました。お祝いの言葉を送らせて頂きました。そし
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て、電話で辻一夫上半期会長の訃報の報告をしまし
た。　その返礼のお手紙が下記の通り頂いています。

本日は、大坂水上隣保館 高山施設長、ようこそお越
しいただきました。ごゆっくりお過ごしください。

そして、松永さんの入会式があります。宜しくお願いし
ます。

今月は母子の健康月間です。健康を考えると地球環
境が大変大事です。その様な事とも関係があると思
いますが、昨今、SDG’sが大きく取り上げられています。
これは、ロータリーが目標として掲げていることと大
いに関係しています。

今月号のロータリーの友の18～19ページに女性会
員が感じているアンケート集計が掲載されています。
男性会員が参考にして気を付けたら良いことが多々
あります。読んでいただければと思います。

例会終了後、単独での理事・役員会が開催されます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。



2021-22年度第1342回（第26回例会）
幹事報告 (4/21)

幹事  嶽下 勇治

みなさんこんにちは。

先週、北村讓会長が欠席していたため、本日新入会
員の入会式をおこないます。松永会員よろしくお願い
します。

そして、本日の卓話は早瀬会員です。早瀬会員よろし
くお願いします。

例会終了後は、第11回5月度理事会が開催されます。
理事・役員の皆様よろしくお願いします。

（4月の行事予定）
4月は、母子の健康月間となっています。

■4月28日（木）は休会となっていますが、大阪東南
RCとの合同職業奉仕事業が開催されます。参加さ
れます方はよろしくお願いします。

大阪水上隣保館の歴史

担当：早瀬 道圓 会員、講師：児童心理治療施設 ひびき 施設長 高山 玄史 様

　場所：中之島フェスティバルタワー18階
　　　  朝日カルチャーセンター

　時間：午後3時～4時30分

（5月の行事予定）
5月は、青少年奉仕月間となります。

■5月5日（木）、子供の日で休会です。

■5月12日（木）、社会青少年奉仕委員会と青少年奉
仕小委員会との合同フォーラムとなっています。よ
ろしくお願いします。

■5月19日（木）、辻会員の卓話です。辻会員よろしく
お願いします。

　当日、例会終了後新旧合同理事会が開催されます。
新旧理事・役員の皆様よろしくお願いします。

■5月26日（木）、植屋会員の卓話です。植屋会員よろ
しくお願いします。

　当日、新旧合同クラブ協議会が開催されます。

■IM6組ロータリーデーについて
　先々週もホストクラブの大阪天王寺ロータリークラ
ブからもメイクアップに来られてアナウンスもして
いただきましたが、現時点では非常に参加者が少
ない状況にあります。全会員登録となっています。
是非とも参加していただきますようお願い致します。

　5月21日四天王寺高等学校・四天王寺中学校 和
光館での開催です。

社会福祉法人大阪水上隣保館は、91年前の1931年
に、現在大阪の海遊館のある築港で、創始者である

中村遙、八重子夫妻が、艀で生活をしていた水上生
活者の方達の子どもをお預りして毎日学校に通って
もらう、という事業から始まった施設です。

現在は児童養護施設を中心に10施設を運営する法
人になりましたが、社会的養護の施設は4施設ありま
すが、4施設の定員を合わせると240名になり、大阪
府の施設で暮らす子ども達が全体で1900名強なの
で、実に大阪府の施設児童の1割以上が大阪水上隣
保館で暮らしているということになります。

現在の児童養護施設は、虐待、放任、養育不適切、な
ど様々な理由で施設入所に至るのですが、子ども達
はいずれにせよ、健全に成長ができる所とはほど遠
い環境から施設に入ってきます。



児童心理治療施設ひびきに中1で入ってきた男の子
A君は、小4の時にお母さんの新しいパートナーとし
て入ってきた男性に厳しい無茶なルールを強要され
て、ひどい暴力を受けていました。彼は、発達障害を
少しきつく持った子で言っていることをうまく飲み込
めなかったり、独特の物事の理解をしたり、コミュニ
ケーションが苦手な子でした。男性は、眉をぴくっと
動かしただけでマナー違反と責め、「窓から飛び降り
ろ」と言われたり、刃物を突き付けられたり、ねずみ花
火を投げつけられたりしました。耐えかねたA君は家
出をしてやがてひびきに入所となるのですが、職員
が熱心にかかわってくれるのに対して「ああ、助けて
くれる人もいるんだ」と思ったそうです。入ってから、
担当の職員とマンツーマンの作業をしながら、常識
やマナーも彼のペースに合わせて教えていきました。
周りの子にちょっかいをかけられてパニックになって
しまった時も、自分と相手の行動を丁寧に振り返りを
しました。セラピーを通じて自分のコミュニケーショ
ンの癖や特徴を考えるようになりました。少しずつ対
人スキルも身に着けて自分が感じすぎたり考えすぎ
たりすることを客観的に見ることができるようになり、
冷静な行動をとれるようになっていき、高校卒業を迎
えました。

ひびきを卒園した後、自宅に帰り就労移行センター
を経て障碍者雇用ですが情報処理の一般の会社で
もう7年働いています。パソコン入力の仕事が基本で
すが、体を動かす仕事も大好きで、欠勤遅刻なしで
働いています。たまに体のことなど不安になることも
あり、そういう時はひびきに電話をかけて悩みを聞い
てもらっています。

コミュニケーションに困難を抱えた子どもに粘り強く
かかわる。これは中村遙先生が生涯を通して貫かれ
た「隣人愛」の精神「援助を求める人がいるならば、
ためらわず手を差し伸べる」を少なからず受け継が

れているからだと思います。

水上隣保館は太平洋戦争の時、空襲に遭い全焼して
しまいました。そして、今の大阪と京都の境の島本町
に子ども達と疎開をしてきました。町は戦災孤児にあ
ふれ、ご夫妻は心配な子を施設に一人二人と連れて
きました。100人にふくれあがり、みんなお腹を空か
し、畑から作物を盗ってくる子もいました。疎開先の
大家さんからも嫌がられてしまい、出て行って欲しい
と迫られどうにも困ってしまいました。そこに、天王山
山麓の荒れた急傾斜地ならどうか、と紹介してくれる
人が現れました。近所の人に「そんなところに家が建
つもんか」と笑われたそうですが、遙先生の旧友の同
志社の田畑先生が学生や卒業生など色々な人を連
れてワークキャンプをしてくれ、竹や木を切って開墾
してくれました。「そうしたら、眼下に宇治川、木津川、
桂川が一つになって流れており、帆かけ船が見える。
向井は八幡の山から宇治まで見える。遠くはなんと大
阪城や通天閣までが見えたのです。もう素晴らしいと
ころで思わず、みんなへたりこんで、涙を流して神様
に感謝の祈りを捧げました。」

ご夫妻は天王山山麓を「戦場（明智光秀を豊臣秀吉
が破った）を子ども達の楽園に」しようと決意して開墾
に取り組んでいました。同時の心情を遙先生は「我ら
苦難の中に美わしき幻を見ながらこの山を拓く」と詠
みました。現在、この句が碑になって立っております。

A君に、ひびきで一番印象に残っているのは何?と聞
くと「山の上から眺める自然豊かな景色」と答えまし
た。山の上から景色を眺めると、自分が町の中の家で
受けていたしんどい経験が小さなことのように思えて
きたそうです。そして、段々‘生きた心地’がしてきて
こっちが現実と思っていいんだな、と考えられるよう
になってきたそうです。水上隣保館は天王山に抱か
れて、遙先生ご夫妻やA君に満ちた生きるカをもらい
ながら子ども達を護り育てているのかもしれません。



日　時：2022年4月21日（木）13：40～14：30
場　所：ホテルニューオータニ　B1F　コスモス
出席者：北村（譲）・栗山・戸田・村木・小林・上瀬・村上・村橋・檜皮・井本・嶽下　以上11名（敬称略）
欠席者：丸山・植屋・佐賀野

2021-2022 年度 第11回　5月度定例理事会議事録

開会の挨拶（北村讓会長）

今年度単独での理事会は最後となります。次回は合同
理事会です。辻前会長が亡くなられるという悲しい出
来事がありましたが残り2カ月頑張って参りたいと思
います。

【審議事項】

1．年間行事予定の件

5月12日（木）社会青少年奉仕委員会と青少年奉仕小委

員会と合同で卓話

2．6月度新旧合同理事会での各委員会引継ぎの件

（会員増強・維持委員会）

現在4名入会 ⇒今年度あと1名で目標の5名となる

（社会・青少年奉仕委員会）

今年度出来なかった「夏祭り」を出来れば引き継い

で欲しい。

（青少年奉仕小委員会）

戸田年度で地区の海外研修（国内？）の担当が回っ

てくるので新旧で合同委員会を当面させていただく

予定なのでご了解いただきたい。

3．各委員会からの報告および審議事項
（会員研修小委員会）

5月26日（木）、6月2日（木）に新入会員の基礎知識研

修を行ないます。

（社会・青少年奉仕委員会）

にしなり☆こども食堂へのクラウドファンディングを

行ないましたが、そのリターンとしてカーテン・椅子・

支援者一覧プレートへの大阪中之島RCと名前が載る

予定なので数名で現地に行って写真を撮る予定です。

4．その他

・ノミニー理事会で例会食事代5,500円と最低保証25

名で承認されました。ニューオータニの松本氏に報告

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

おはようございます。コロナの鎮静化に伴い経済が少
しずつ動き始めておりますが、これからもコロナには
十分注意して下さい。

確認・審議事項

1．2022-23年度 会計の件

・会計　辻会員

　⇒［ 承認 ］

2．例会参加費（食事代）値上げの件

・ホテル側の要望5,600円（税・サ込）を北村（讓）会長に

5,500円（税・サ込）・最小人数25名で交渉をお願いする。

・年会費については今年度の決算を踏まえて検討する

3．2022-2023年度年間行事計画

・9月15日  前年度会計報告：嶽下会員

日　時：2022年4月21日（木）11：30～12：00
場　所：ホテルニューオータニ　B1F
出席者：栗山・北村（讓）・戸田・村上・高島・村橋・嶽下・西田・辻・北村（薫）・檜皮・北口・上瀬・井本・藤本　以上15名（敬称略）

配布資料：1．2022-23年度上半期年間行事計画（案） 2．2022-23年度委員会構成表（案）
 3．2022-23年度委員会活動方針及び計画と予算案 4．委員会理事会審議上程書

2022-2023 年度 第三回　ノミニー理事会議事録

・12月15日  第7回1月度理事会

4．委員会構成について

・会員研修小委員会

西田次年度委員長：広報担当を兼務

北村（譲）会長：R規定・情報担当

・会員増強 維持小委員会

副委員長：梅原会員・北村（薫）会員

5．各委員会・小委員会の次年度年間計画及び予算
案について

・提出期日：4月末

開会の挨拶（戸田会長ノミニー）

皆様、お疲れ様でした。
体調を管理して、例会の皆勤を目指しましょう。



Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

-

1343

1344

1345

-

27

28

29

祝日③（子供の日）

社会青少年奉仕委員会と青少年

奉仕小委員会との合同フォーラム

上瀬委員長、

檜皮小委員長

卓話担当：辻（義）会員

卓話担当：植屋会員

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

地区会員増強セミナー
　日程：5/28（土）

【’22年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（土）

23日（木）

30日（木）

1346

1347

1348

1349

-

30

31

32

33

-

委員会報告

新入会員自己紹介

会長・幹事退任挨拶

下半期新入会員歓迎会（夜例会）

休会④

各委員長

卓話担当：藤本会員

卓話担当：新入会員

北村讓会長、嶽下幹事

第1回7月度理事会

国際大会（アメリカ：ヒューストン）
　日程：6/4（土）～8（水）

IM6組会長・幹事会
　日程：6/1（水）

【’22年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）

依頼したところ人数で検討してもらっている。

・IM6組ロータリーデーの参加予定人数が少ないので

理事会メンバーも中心に会員に呼びかけてほしい。

ロータリーデーの会費は会長幹事会で全員登録と決

まっているので木村年度で徴収している、金森年度で

も使っていない。その分も今年度に充当する（退会さ

れた方には返さない）。今年度は3,500円、徴収したの

は4,000円なので差額の500円はニコニコに寄付を

したいという提案　⇒［ 承認 ］

・辻（一）会員のご葬儀に関する件、クラブの香典のみ

受け取られた。他は全く受け取られないので、お気持

ちある方は一人1,000円徴収して線香をお渡しする

　⇒［ 承認 ］

・今年度の理事役員の懇親会を5月26日（木）18：00

ニューオータニで行う。

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

2月クリニックでコロナ陽性30人、3月が25人、4月3
人と急激に減っています。

まだまだ変異株が出てきますので気をつけていただ
き5月26日を楽しみに頑張っていきましょう。

松永 富夫 会員、ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ



大阪中之島RCは、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
2020年9月24日にクラブのプロジェクトとして行い
ました。

しかし、単一のクラブでは、レパートリーに限りがありま
す。そこで地区職業奉仕委員会を相談し、大阪東南RC
と健康についての出前授業を共催することとしました。

日時は2022年4月29日、場所は中之島朝日カル
チャーセンター（フェスティバルタワー18階）であり、
テーマは「100歳まで元気でいられる方法」、参加人
数は70名でした。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2022年3月11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。

地区職業奉仕委員会が後援した
大阪･東南と中之島RC共催の医療講演会について 職業奉仕副委員長  戸田 佳孝

地区職業奉仕委員会武枝敏郎委員が司会を行い、
開会の挨拶として大阪中之島RC北村譲会長から

「ロータリークラブについて」の説明があり、続いて
2021-2022地区職業奉仕委員会上甲悌二委員長が

「ロータリークラブの職業奉仕とは」を話しました。

1演題目は大阪東南RC松崎達郎幹事の弟である森
ノ宮医療大学松﨑伸介教授が「衰えない脳のつくり
かた」という題で講演を行いました。続いて、大阪中
之島RC会員で地区職業奉仕委員の筆者が「100歳
まで歩けるひざの作り方」いう題で講演を行いました。

最後に大阪東南RC北村佳久会長から「ロータリーク
ラブに興味をもってほしい」との内容の閉会の挨拶
がありました。

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。
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北村（讓）：松永富夫さん、入会おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。

戸田：松永さん、入会おめでとうございます。

嶽下：松永さん、入会おめでとうございます。今後とも
よろしくお願いいたします。

村木：松永さん、入会おめでとうございます。ニコニコ

村上：早瀬会員、卓話楽しみです。。ニコニコ

上瀬：松永さん、入会おめでとうございます。よろしく
お願いいたします。

檜皮：高山様、ようこそお越しいただきました。
本日の代理卓話よろしくお願いいたします。

藤本：早瀬会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。

早瀬：本日は私の卓話です。
代理卓話で大阪水上隣保館の高山先生にお願
いいたしました。ニコニコ

北口：松永さん、入会おめでとうございます。ニコニコ

前田：本日は休肝日の予定。果たして守れるか・・・・

下岡：ニコニコ

辻：ニコニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥38,000
累　計 : ￥1,173,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
出席者 29名 国内ゲスト 1名
 （zoom参加 0名） 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 80.55 %
3月31日の修正出席率 91.42 %

●本日のゲスト
早瀬会員ご紹介（ゲストスピーカー）
 高山 嘉史 様

●誕生日
北村 　讓 ［  5 日］
前田 隆司 ［  8 日］
嶽下 勇治 ［  9 日］

●結婚記念日
上瀬 　匠 ［  5 日］
山本 　肇 ［25日］

●事業所設立記念
西田 末彦 株式会社ニシダ［昭和40年］
辻　 義光 株式会社マトリックス［昭和60年］
戸田 佳孝 （医）貴晶会 戸田リウマチ科クリニック［平成10年］
北村 　薫 株式会社センターハーフ［平成26年］

Congratulations!5月のお祝い5月のお祝い

4月21日のメニュー

・押し豆腐のサラダ
・フカヒレスープ
・エビと高菜の炒め
・油淋鶏
・海鮮の御粥
・杏仁豆腐
・コーヒー

大阪府医師会報（令和４年４月号）に
“マスク12万枚が寄贈「台湾ロータリーご寄贈の
マスク」贈呈式”が掲載されました


