
基本的教育と識字率向上月間 /ロータリーの友月間

北村　讓ガバナー補佐

北村 讓ガバナー補佐 プロフィール

・氏　　名

・生年月日　

・ロータリー歴　

北村　　讓（大阪中之島RC）

1948年５月５日

1991年　　　 　大阪城東RC入会

1994年～95年　幹事（大阪城東RC）

2004年 　 6月　大阪中之島RC入会

2007年～08年　地区ロータリー財団情報・増進委員長

2011年～12年　会長

2012年～13年　地区大会実行委員長

2017年～18年　地区職業奉仕委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター

米山功労者（マルチプル）

　ぼんやりした平和ではなく、うるわしい平和を築こうとの「令和元年」にスタートした四宮

ガバナーのもと、ガバナー補佐の一員としてロータリー活動が出来ますのは、大変光栄であ

り身の引き締まる思いです。

　ロータリーの基本理念を念頭に、RIテーマ「ROTARY CONNECTS THE WORLD」と地区

スローガン「Stand by You」の思い、“常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕活動を” と

“新会員と共に” を胸に、各クラブの皆様のお役に立てる様に精一杯頑張ります。宜しくお願い

します。
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会員増強にご協力を！！

◆ 会 長 挨 拶 ◆本日の例会本日の例会本日の例会

１０月４日（第１例会）

ガバナー　四宮孝郎氏

・ホームクラブ連続皆出席

・誕生日　結婚記念日　会社創立記念日

 入会記念日

「市民後見人と地域社会」

　　　　　大阪市成年後見支援センター

　　　　　　　　　  所長　井村智子様

　　（社会奉仕委員会　山本英樹委員長）

　　　11：30～12：10

シェラトン都ホテル大阪　２階　ホワイエ

　　　　　　　　　　　13：40～15：00

シェラトン都ホテル大阪　３階　葛城の間

＜中国　円卓料理＞　

出席会員32名（内免除会員6名）
会員総数44名（同上15名）
ゲスト　　1名
ヴィジター1名
　計　　34名

１０月１１日（第２例会）

９月２０日（第３例会）

９月２７日（第４例会）本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

●ガバナー講話

　　　　
　　　　　　　　　平田芳久氏（ホテル）

「私の趣味について」
　　　　　　　　　　　田中浩之会員

●ガバナー補佐訪問

●新会員入会式

●卓話

●出席報告

●ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

　　　　　ホームクラブ出席率88.89％
 9月6日（第1例会）補正出席率100％（MU5名）
　　
　　谷口　輝（RAC）
　　李　頌雅（米山奨学生）
 9月18日（水）RAC例会出席者
　濱田由弘　石濱宏章　光信昌明　三宅善太郎
　宮田正人　中谷佳正　西谷雅之　田中浩之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員

大阪東南RC会長　村上幸史様
　本年度、大阪東南ロータリークラ
ブの会長を務めさせて頂いており
ます、村上です。どうぞよろしくお願
い致します。
　目下、我がクラブの最大の課題

は会員の増強であります。過去、いろいろ議論もあり
ましたが、一定の整理をして3年前初めて女性会員
の入会を実現しました。その後も２名の入会があり、
現在3名になりました。今後も男女を問わず、入会を
促進して行きたいと考えております。
　先般、ガバナーの公式訪問があり、四宮ガバナー
と親しく話す機会がありましたが、その話の中で現在
のRIのガバナーの中で約1/3は女性ガバナーだと言
われていました。近年、RIより柔軟路線が提案されて
きております。それに対応する必要もあると思う一方、
原点を見失う事のないように、との意見もあります。
大変難しい局面にありますが、まずは仲良く、楽しく、を
モットーに日々活動してゆきたいと考えています。
　城南RCクラブ様には、引き続きご指導、ご鞭撻をお
願いしまして、簡単ですがご挨拶とさせて頂きます。

大阪城南RC会長　中谷佳正
　本日は恒例の合同例会です。大阪東南ロータリー
クラブの皆様、ようこそお越しくださいました。ありが
とうございます。どうぞごゆっくりとお過ごし頂きま
すようお願い申し上げます。先日、村上会長より中造
会員のご逝去のお知らせ頂き、突然で非常に驚いて
おります。心よりお悔やみ申し上げます。
　さて、マローニーRI会長は『ロータリーの礎は「つ
ながり」です。私たちの周りには、ポール・ハリスの時
代には想像もできなかったような友情とネットワーク
を築くための方法が数多く存在します。それでも、
ロータリーにおける「つながり」は独特であり、ほかに
類を見ません。ロータリーがなければ出会うことがな
かった人びと、共通の考えを持った人びと、私たちの
支援を必要とする人々とのつながり、世界中の地域
社会で人生を変えるような活動を行うことを可能に
しています。』と言っておられます
　今まで私たちはロータリーの活動を通して多くの
ロータリアン、関係者と、つながりを持つことができ
たと思います。またクラブとして考えた場合、一番近
いのは東南さんであり、このつながり、協力関係は今
後とも大切にしていかなければいけないと考えてお
ります。よろしくお願いします。
　本日は、短い時間で申し訳ありませんが、実りある
合同例会となりますことを心より祈念致しましてご挨
拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

●表彰
●お祝

●卓話

●理事会

●クラブフォーラム（社会奉仕）

●食膳

真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから



会員増強にご協力を！！

「ドローンの利活用と法的問題について」

　ドローン（Drone）とは、英語で
雄蜂を意味しますが、航空法上の
無人航空機のことです。いわゆる
マルチコプターに限らず、シングル

ローターの農薬散布用ヘリコプターや、ラジコン飛
行機、小さな飛行船など、「構造上人が乗れないもの
であって、遠隔操作または自動操縦により飛行させ
ることができるもの」はすべて無人航空機です。わが
国では、平成27年に航空法が改正されて、200g以上
のドローンが規制対象になりました（皇居・国会議事
堂上空等は200g未満のドローンも飛行禁止）。10開
庁日前の許可申請が必要なのは、人口密集地（DID）
上空などですが、規制が厳しすぎて、才能の芽を摘
んでいます。
 ドローンは橋梁や送電線、太陽光発電施設の検査
や、撮影、工事現場管理、農地や森林の観察、電波
基地局など、様々な用途で使われ始めています。し
かし、これでは市場規模が小さすぎるので、ドローン
技術の発展は望めません。そこで、国や産業界は、
ドローンによる物流の実現を目指しています。EC
（Electronic Commerce）市場だけでも8兆円なの
で、ドローンがその0.1％を担うだけでも80億円の市
場を生むことになりますし、人手不足緩和や、配送車
両・渋滞による環境汚染の軽減も期待されます。
　物流ドローンのモデルとしては、「ラストワンマイ
ル」、つまり、最終の集配所から配達先のすぐ近くま
での小荷物の配送、「離島間輸送」、つまり、本土の
港湾施設から離島の港湾施設までの大荷物の輸送、

「拠点間輸送」、つまり、市から市、町から町までの大
量反復輸送が想定されています。
 ドローンによる物流システムは、ドローンが必ず墜
落することを前提に構想されなければなりません。
そこで、中規模拠点間輸送は、川や運河、海岸上に
「空路」を設定し、人家のない場所の上空を飛ぶこと
になります。ドローンによる物流を実現するうえで、
最大の法的問題は、土地所有権との調整です。民法
は、「土地の所有権は、法律の制限内において、土地
の上下に及ぶ」と規定しているので、100メートル程
度の上空を飛ぶドローンは、不法侵入になってしま
います。これを解決するには、導入する自治体が条例
を制定し、その過程で、地域住民の理解と同意を得
る必要があります。
　一方、技術的ネックは電池です。軽くて高出力、安
全な電池は、まだ登場していません。これが登場すれ
ば、究極の目標である、「空飛ぶタクシー」も夢ではな
くなります。

（編集担当　泉 ・ 岩永）

9月20日（第3例会）
・西谷さん、三宅さん、先日はお世話になり
　ました。　　　　　　　　　　  宮田会員

・本日、城南RACの子を連れて来ました！！
　どうぞよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　   松田会員

・本日よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　   小林会員

・大阪東南ロータリーの皆様、ようこそお越
　しくださいました。 　　　　　   中谷会員

・東南ロータリーの皆様、ようこそお越しくだ
　さいました。　　　　　 　　　  浅井会員

・東南RCの皆様、ようこそ！
　　　　　　　　　　 南賀会員、三宅会員

・その他、早退お詫び　 1件

卓  話 ９月２０日＜第３例会＞

に こ に こ 箱

◆ 幹 事 報 告 ◆

①平田芳久（ひらた よしひさ）様（職業分類 ホテル、
推薦者 村上正浩会員・中本和洋会員）からの入会
申込について、9月19日迄にご異議がございませ
んでした。来週9月27日第4例会にて、入会式を執
り行います。
②来週は北村 譲ガバナー補佐が公式訪問されます。
例会の後、ガバナー補佐にもご出席を頂きまし
て、クラブ協議会を開催致します。全員の出席を
よろしくお願い致します。

小林正啓会員

真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから


