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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

・例会終了後、3 月度定例理事会を開催しますの

で、理事役員の方はご出席よろしくお願い致し

ます。 

辻村・・・｢あさが来た｣大ファンです。毎朝 2 回

見てます。卓話大変たのしみです。 

朝槻・・・あさちゃんのお話楽しみです。学ばせ

て下さい。 

福井・・・お久しぶり。 

長谷・・・本日の卓話｢あさが来た｣－広岡浅子と

五代友厚の世界－楽しみにしていま

す。小林さん、ありがとうございます。 

鹿野・・・何もありません。 

木村・・・宮本又郎先生、卓話楽しみにしており

ます。 

北村・・・あさってより新婚旅行に行って参りま

す。次回欠席のおわび。 

小林・・・宮本先生、よろしくお願いします。 

河野・・・大蔭さん、先日は大変お世話になりあ

りがとうございます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 2 月 26 日 第 1580 回例会 
平和と紛争予防/紛争解決月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((3333 月月月月 4444 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

････お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢神から選ばれた島の神から選ばれた島の神から選ばれた島の神から選ばれた島の『『『『大和なでしこが世界を大和なでしこが世界を大和なでしこが世界を大和なでしこが世界を

救う救う救う救う』』』』」」」」    

朝槻朝槻朝槻朝槻    真紀子真紀子真紀子真紀子会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ライチャス・ブラザーズライチャス・ブラザーズライチャス・ブラザーズライチャス・ブラザーズ「「「「アンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディー」」」」    
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国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    
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Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界世界世界世界へのプレゼントになろうへのプレゼントになろうへのプレゼントになろうへのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

2月 6日に発生した台湾南部で起きた地震(台南

地震)に対するお見舞いのメールを台北百齢RCに

送ったことは、先週皆様にご報告したとおりです

が、それに対する返信が来ました。 

 まず、お見舞いに対する感謝の言葉と、台北百

齢 RCの所属する地区及び地震のあった地区から

も、救援の依頼は今のところ無い。今後、もしな

んらかの救援の必要が生じた時にはご連絡しま

す、との事でした。また、当 2660地区からも同

時に、台南地震に対する義援金を集めることは行

わない、との連絡も来ました。 

 ただ、当 2660地区が義援金募集を行わない、

台北百齢 RCから依頼が無いからといって当クラ

ブがどうするかは、本日開催される理事会をもっ

て決定したいと考えております。 

 本日の理事会では、今回の台南地震に対する議

事だけでなく今後の緊急時、災害時に対するクラ

ブとしての対応の仕方も検討事項と考えておりま

す。また、メンバーの皆様にお諮りすることがあ

ると思います。その折には、ご意見、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢冬景色冬景色冬景色冬景色｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢最近の最高裁判例２例＆ロボットの話最近の最高裁判例２例＆ロボットの話最近の最高裁判例２例＆ロボットの話最近の最高裁判例２例＆ロボットの話｣｣｣｣    

小松小松小松小松    英宣会員英宣会員英宣会員英宣会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノー「「「「愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    



｢｢｢｢ＮＨＫ朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子とＮＨＫ朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子とＮＨＫ朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子とＮＨＫ朝ドラ『あさが来た』―広岡浅子と

五代友厚の世界―五代友厚の世界―五代友厚の世界―五代友厚の世界―｣｣｣｣    

大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授    

大阪企業家ミュージ大阪企業家ミュージ大阪企業家ミュージ大阪企業家ミュージアム館長アム館長アム館長アム館長    

宮本宮本宮本宮本    又郎又郎又郎又郎氏氏氏氏((((大阪大阪大阪大阪 RC)RC)RC)RC)    

((((小林小林小林小林    アツ子会員紹介アツ子会員紹介アツ子会員紹介アツ子会員紹介))))    

昨年 9 月末から放

映開始となり、今年 3

月末まで続くＮＨＫ

の朝ドラ｢あさが来

た｣は幕末に京都の三

井家から大阪の両替

商加島屋(ドラマでは

｢加野屋｣)に嫁ぎ、難

局に直面していた同家の再興のために獅子奮迅の

活躍をなした女性実業家・広岡浅子(白岡あさ)の

物語である。加島屋久右衛門家は江戸時代におい

て資産・営業規模において鴻池善右衛門家に匹敵

する豪商であった。しかし、明治初年にその営業

基盤であった大名蔵屋敷や堂島米市場の廃止、大

名貸の不良債権化などによって大打撃を受けた。 

 このとき広岡家に嫁いだ浅子は、温厚だがビジ

ネスに不熱心な夫・信五郎(新次郎)や家督を継い

で日浅い義弟(栄三郎)に代わって、率先して同家

の経営改革に取り組み、炭鉱経営、加島銀行の創

立、生命保険事業(大同生命)への進出など事業領

村上・・・先週欠席のおわびです。 

中村(不)・大蔭さん、岡田さん、河野さん、ゴル

フご一緒いただいて有難うございま

す。 

西尾・・・明日京都 12 レースニシオボヌール出

走。鞍上は再び武豊です。 

岡田・・・中村不二さん、大蔭さん、河野さん、

水曜日はありがとうございました。 

瀬尾・・・インフルエンザ流行っています。注意

しませう。 

曽我部・・今回のタイムリーな卓話が楽しみです。 

末永・・・卓話、楽しみです！ 

山本・・・今日は代理卓話、小林アツ子さん宜し

くお願いします。 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥51515151,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,326326326326,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

域の変更、人事の刷新を断行して、見事に同家を

蘇生させたのである。 

 大正初めごろには広岡家の財産は現在価値でい

うと、270 億円程度に達した。広岡家では家憲を

制定して、毎年の利益のうち半分は積立金とし、

30％を広岡本家と分家で分けて、役員は 10％、あ

との 10％は浅子に、かつ没後も永久に浅子に支払

い続け、社会貢献事業に使うよう取り決めたとい

う。広岡家の財産形成に浅子の力がいかに大きな

ものであったか、如実に示されているといえよう。

晩年には、女子教育の向上に熱意を注ぎ日本女子

大学の設立に尽力したほか、受洗し、大阪 YWCA

の創設など宗教活動にもかかわった。 

 一方、｢あさが来た｣で、浅子のメンター的役割

で登場し、なにやら浅子にほのかな恋心を抱いて

いたかのように描かれている五代友厚について

は、かつて大阪の作家織田作之助が｢明治の指導者

として開発者として友厚の右に出るものはいな

い｣と書いたにもかかわらず、現在、大阪でも知る

人は少ない。しかし、今回のドラマで五代を演じ

た俳優ディーン・フジオカさんの人気もあって、

一躍、大ブレークすることとなった。 

 五代友厚は薩摩藩の比較的上級の藩士の家に生

まれ、若き日に長らく長崎で過ごし、上海への渡

航、薩摩藩英国留学生引率者としてヨーロッパに

渡るなど、早くから開明的思想に染まった。明治

になると新政府役人に採用され、大阪の開港業務

に力を尽くしたが、横浜転勤を命じられるや、大

阪経済の立て直しこそが日本経済発展のための急

務として辞官、大阪で実業家として活動すること

となった。五代の活動は多岐にわたったが、とり

わけ重要な貢献は大阪商法会議所(現在の大阪商

工会議所)、大阪株式取引所(大阪取引所)、大阪商

業講習所(大阪市立大学)、神戸桟橋(神戸港)、大阪

商船(商船三井)など、近代大阪経済の基礎となる

ものを構築したこと、｢商社合力｣を唱え、｢株式会

社｣というニュー・ビジネスモデルを大阪に持ち込

んだこと、それに沈滞していた大阪経済、大阪商

人に｢喝！｣を入れたことであろう。 

｢時代を見る眼｣｢果敢な行動力｣｢人を巻き込む

力｣、この三つは広岡浅子と五代友厚に共通する人

間的魅力であり、社会の大変動期の人物像として

学ぶべきところ大きいといわなければならない。    



――――    第第第第 2222 回地区献血回地区献血回地区献血回地区献血報告報告報告報告    ――――    

子供たちの成長は、

国やこういった施設

の支援だけでなく、地

域や社会の私たちの

関わりで変えられる

のではないかと思え

ました。 

・・・・青少年奉仕青少年奉仕青少年奉仕青少年奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子 

2月 16日、辻村社会奉仕委員長、中野会員と神

戸市北区にある尼崎市尼崎学園へ訪問し、当クラ

ブの事業の打ち合わせを行いました。 

こちらの施設は、保護者のいない児童、虐待さ

れている児童、その他生活環境上養護を必要とす

る児童を養護施設で、予期できない災害や事故、

親の離婚や病気、また不適切な養育を受けている

などさまざまな事情により、家庭での養育が困難

な 2歳から 18歳までの 45名の子どもたちが、生

活しています。 

また、国の児童養護施設全体の方向性が転換さ

れ、子どもたちの安全、安心に配慮した生活環境

を保障するため、平成 25 年度末に園舎建替工事

を終え、現在はユニットケアを行われています。 

福岡昇園長から、子供たちの全員が自立できる

ように職員さんたちが温かく丁寧な関わりと支援

のための毎日の生活のお話を聞かせていただきま

した。 

その中には、法や国の将来の方向施策に対する

ご苦労や、中々親元に帰れない子供たちが増えて

きたことへの心苦しさ、など現実的なご苦労話も

あり、しかし、園長はじめ職員さんの子供たちへ

温かい思いが、話される言葉にたくさん伝わりま

す。 

大阪大手前ロータリーの事業として、何を、ど

んなことを子供たちにプレゼントできるか！？ 

園長からは｢経験したことのないことを経験さ

せてあげたい｣とのことです、毎日の園での生活に

は、さまざまな制限があり、経験値が少ないこと

がわかります、是非、子供たちが笑顔になれる事

業を企画したいと思います。 

不運な家庭環境等であっても、子供たちには未

来があります。 

青少年奉仕青少年奉仕青少年奉仕青少年奉仕委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子 

2 月 14 日

(日)10：00～ロー

ターアクト主催

の第 2 回地区献

血に参加して参

りました。 

本事業は、地区

社会奉仕プロジ

ェクトの一環として大阪赤十字血液センターとの

タイアップにより行われます地区ローターアクト

の取り組み事業で、毎年大阪の輸血用血液が不足

している夏と冬の二回行われています。 

2月の半ばというのに、非常に暖かい中、ボラン

ティアの高校生が大勢参加してくれ、大きな声で道

行く人たちに超え掛けをしてくれました。私は、な

んばバス停前でティッシュ配布と共に献血のお願

いをいたしました。お願いだけではなく、自身も協

力できることをと献血 400ml行いました。 

血液は非常に不足しているそうです、渡航や投

薬など献血の要件も厳しくなっています、風邪・

インフルエンザが蔓延する時期は、きっと益々血

液不足も拍車がかかるように思います。自身も健

康に留意して半年に一度、できることから協力を

していこうと考えています。 

 

 

 

会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

日時：平成 28年 2月 20日(土)14：00～16：50 

 瀬尾次年度幹事といっしょに財団セミナーに出

席しました。補助金としてグローバル補助金

(GG)、地区補助金(DG)がありますが、現在 GG未

使用クラブ 17クラブ、DG未使用クラブ 24クラ

ブ、全く未使用のクラブが 17クラブあります。 

 我がクラブは 3年連続 DGを申請し、使わせて

いただきました。年次基金会員一人あたりの寄付

額は我がクラブは 81クラブ中 67番目です。額は

＄104.71でした。寄付ですので、強制でもなく多

い少ないも比較の対象とはできませんが、ちなみ

に全クラブ平均額は＄163.54、一番多い中之島

RCに至っては平均＄351.49でした。71番目以降

が＄100以下のクラブで、11クラブあります。寄

付金は色々な事業に使用されます。次年度の目標

金額は＄150 です。我がクラブも頑張って寄付金

――――    地区地区地区地区RRRR財団補助金管理ｾﾐﾅｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ財団補助金管理ｾﾐﾅｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ財団補助金管理ｾﾐﾅｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ財団補助金管理ｾﾐﾅｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ報告報告報告報告    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 2名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  10名  

 国内ゲスト  3名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  2名 
<2 月 19 日の出席率 93.33％>  

Make up を含む 1/29 の出席率 92.59％ 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

今年度は、週報に職業奉仕に関する記事を掲載

することを委員会の事業の一つとしておりました

が、｢職業奉仕とは何か｣｢職業奉仕は難解か｣と云

うサブタイトルで 7月 10日週報から 2月 19日週

報まで 27回木越正司氏、庄野晋吉氏、戸田孝 PG、

宮田宏章 PG 各氏の記事を引用させていただき連

載して来ましたが、先週号でこれも終了しました。 

皆様には読んでいただけましたでしょうか？或

いは、職業奉仕に対する理解が進みましたでしょ

うか？委員長としても、はなはだ心もとなく感じ

ています。今後皆様から忌憚のない御意見、御感

想、又職業奉仕に関する文章を御投稿下されば幸

いです。宜しくお願い致します。 

これまで週報の内容がいささか職業奉仕に片寄

り過ぎだったとの御批判もあるかと思います。御

詫び致します。 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・2222 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        11119999：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

ボランティアを励ます会 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・3333 月月月月 11111111 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・3333 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))            

地区チーム研修セミナー、PETS 

   (大阪国際会議場) 

・・・・4444 月月月月 7777 日日日日((((木木木木))))        18181818：：：：30303030～～～～    

台北百齢 RCウェルカムパーティー 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        10101010：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    

旧WCS事業 

   (児童養護施設｢尼崎市尼崎学園｣)    

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 33周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・4444 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 16161616 日日日日((((土土土土))))            

第 3回ゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

｢｢｢｢育児院の子とのふれあい事業育児院の子とのふれあい事業育児院の子とのふれあい事業育児院の子とのふれあい事業    今回は汽今回は汽今回は汽今回は汽

車と歴史の旅車と歴史の旅車と歴史の旅車と歴史の旅｣｣｣｣    

旭川北ロータリークラブ旭川北ロータリークラブ旭川北ロータリークラブ旭川北ロータリークラブ    

((((第第第第 2500250025002500 地区地区地区地区    北海道北海道北海道北海道)))) 

 当クラブでは毎年、社会奉仕活動として｢子ども

たちとのふれあい事業｣を身寄りのない子どもた

ちの暮らす｢旭川育児院｣を対象に行っています。

例年、魚釣り体験、キノコ狩りなどで親睦を深め

てきましたが、今回は廃線が噂される JR 北海道

の留萌本線の汽車の旅を企画しました。 

 10 月 12 日朝、旅の始まりは旭川育児院の院長

と、当クラブの大木康生会長の話から。会員 10

人と育児院の子どもたち三十数人、引率の職員数

人が一路、出発駅の深川駅を目指し、2 台のバス

に分乗したところから、会員とのふれあいは始ま

りました。 

 深川駅から留萌駅に向かう汽車の中では、お弁当

のそばおにぎりと深川名物のウロコダンゴをほお

張りながら車窓の景色を眺めての楽しい旅です。 

 増毛駅に到着後、旧商家丸一本間家では増毛町の

歴史の説明を受けた後、建物内を見学しました。見

慣れない古い建物や調度品に子どもたちも興味を

そそられていました。次いで銘酒で有名な國稀酒造

㈱を見学しました。子どもたちも一緒ですから、も

ちろんアルコールではなく、同社の増毛名産の洋ナ

シの炭酸水で乾杯し、気分を味わいました。 

 途中から雨が降りだし、帰路はバスの中でのふ

れあいでした。なかには疲れて眠る子もいました

が、育児院到着時には楽しかった旅の思い出話で、

またにぎやかになりました。子どもたちは思い出

深い一日が過ごせたようで、次回の交流も楽しみ

です。 

を増やし、貢献すべきだと思います。 

尚、申請して補助金を受ける時、＄150 以上寄

付のクラブは申請額の 100％、＄100～149 では

90％、＄99以下では 80％となります。 

ご参考までに我がクラブは過去 3 年間承認いた

だいた補助金は 90％に目減りして受理している

状況です。次年度目標＄150 を目指して頑張りま

しょう！ 

 

 

 

 

 

～～～～    ｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー    ～～～～    

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 2222 月号より月号より月号より月号より    ――――    


