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会員増強にご協力を！！

◆ 幹 事 報 告 ◆

1.本日11:30から例会に先立って開催されました
理事会に於いて承認された事柄の一部を報告いた
します。
①卓話の変更（尾﨑敬則プログラム委員長）
・10月18日（金）プログラム委員会担当の卓話の
卓話者を変更し、9月27日にご入会されました
平田様の自己紹介を頂くことになりました。
②平田芳久会員の所属委員会（中谷会長）
・親睦・出席委員会とクラブ会報委員会とする。
③年末家族会について（山本（智）親睦・出席委員長）
・アトラクションはベリーダンスとする。

以上が理事会承認されました。
2.地区より、2021～22年度 ガバナー補佐 立候補推薦
書類が届いております。中谷会長に回付いたしてお
ります。申し込みの締め切りは、10月31日（木）まで
です。
3.地区より、米山奨学生を対象として米山記念館訪
問のご案内が届いております。山口米山奨学委員
長及び、西谷会員、岡部（倫）会員の両カウンセラー
に回付いたしております。
4.地区より、日本ロータリー100周年の記念ピンバッジ
が届いております。次週の例会で配布いたします。
5.「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金事務局から、募金
運動協力に対する御礼状が届いております。
6.ガバナー月信について
現在、事務局から会員全員に転送していますが、

◆ 会 長 の 時 間 ◆

本日の例会本日の例会本日の例会

１０月１８日（第３例会）

「エッフェル塔と東京タワーの話」　　　
　　　　　　　　　　　小原一眞会員

平田芳久会員

＜フランス料理　軽食ワンプレート＞　

出席会員30名（内免除会員6名）
会員総数44名（同上15名）
ゲスト　　2名
ヴィジター2名
　計　　34名

１０月２５日（第４例会）

１０月４日（第１例会）

１０月１１日（第２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

●卓話

ガバナー　四宮孝郎氏
●ガバナー講話

●出席報告

●ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

　　　　　ホームクラブ出席率85.71％
 9月20日（第3例会）補正出席率100％（MU3名）
　　
　　村井智子（卓話者）
　　上田　豊（大阪南）
　　伴井敬司（大阪難波）
　　李　頌雅（米山奨学生）

　本日は第1例会ですので皆様の方にもメールで
配信されていると思いますが、ガバナー月信より
四宮ガバナーのメッセージの一部をご紹介させて
頂きます。今月は「経済と地域社会の発展」月間です。
『もし、あなたが1日1ドル25セント未満で暮らすと
したら… 想像できるでしょうか？ 全世界で8億人
以上が今でも、1日1ドル25セント未満で暮らし、
十分な食料やきれいな飲み水、衛生施設を利用
できない人々が多くいます。中国やインドなどの
国々では、経済の急成長によって数百万人が貧困
から抜け出しましたが、世界で極度の貧困の中で
暮らす人々の80％を占める南アジアやサハラ以南
アフリカなどの地域でも、大きな進捗がみられて

いません。気候変動や紛争、食料不安により新たな
脅威が生じる中で、この割合は今後、さらに上昇する
と見られています。 それでは我々ロータリアンは「貧
困の根絶」に向けて何ができるのでしょうか？言うま
でもなく「経済と地域社会の発展」はロータリーの6
重点分野の一つです。ロータリー財団の補助金等を
利用して、様々な活動が世界中で実施されています。 
　ロータリーの補助金は人道的プロジェクトのみな
らず、奨学金、研修といった幅広い活動を実施する為
に活用することができます。皆様のクラブにおきまし
ても、海外姉妹クラブと共に取り組むことができま
す。リソースについてはMy ROTARYを通じて知るこ
とができますので、是非一度ご検討頂き、共に行動し
て参りましょう！』と言っておられます。
　次週は、ガバナー訪問です。会員全員で四宮ガバ
ナーをお迎えしたいと思います。

●新会員自己紹介

●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！！

「大阪市の市民後見人活動について」

　認知症や知的障がい、精神障が
いなどで判断能力が不十分なた
め、財産管理や契約行為などが難
しい場合に成年後見制度の利用が

考えられます。成年後見人として選任されるのは、親
族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などです
が、市民後見人が選任される場合もあります。大阪市
では、平成19年度から市民後見人の養成と活動支
援を行っています。これまでに、累計で約220人の方
が家庭裁判所に選任され、現在、約100人の方が活
動されています。
　市民後見人活動は、地域における支え合い活動と
して、誰もが安心して暮らせるまちづくりの観点から
行っている活動で、報酬を前提としない、ボランティア・
市民活動です。ただ、後見事務費、ご本人のところに
通う交通費、必要書類のコピー代、電話代などはご
本人の資産・収入から支払われることになっていま
す。ほかの専門職と同じように責任のある活動です
ので、後見活動全般についての相談・支援体制とし
て、専門職、弁護士、司法書士、社会福祉士による専
門的なサポートに加え、センター職員による日常的
なサポートを行っています。

◆ 委 員 会 報 告 ◆

ゴルフ部　宮田正人キャプテン
　9月29日（日）チェリーヒルズゴルフクラブにて2019
～20年度第1回ゴルフコンペ（参加者14名）を開催い
たしました。優勝 三宅会員、準優勝 今井会員、第3位 
宮田でした。また、前年度会長杯の取り切り戦は今井
会員が獲得されました。なお、第2回ゴルフコンペは
11月24日（日）を予定しております。

第１回ゴルフコンペ優勝　三宅会員
　厚かましくも優勝させて頂きました。当日は予想外
の暑さと、のびのび育ったラフに苦しみ参加者全員試
練のラウンドでしたが、良い経験となりました。ゴルフ
部の皆様お世話になりました。

　市民後見人が担当する事案は、多額の財産管理
や負債の処理、不動産の処分等の必要がないこと、
また、コミュニケーションに専門的な対応を必要とし
ないこと、その他、虐待や権利侵害、親族等との係争
がないこととなっています。
　市民後見人は、週1回程度、ご本人を訪問し、市民
としての感覚、生活者としての目線で寄り添って、意
向を確認しながら後見活動を進めています。活動の
内容は、日常的な金銭管理や関係者との連絡調整、
施設入居の契約などのほか、本人らしい生活を送っ
て頂くために、有償ヘルパー等を利用して、希望に沿っ
た買い物や外食、お墓参りなどを実現しています。
　市民後見人の活動は少しずつ広がっていますが、
今後、ますます必要とされることが予想されますの
で、多くの方に知って頂き、活動への理解が広がって
いくことを期待しています。

配信不能で戻ってくる会員が有ります。地区ホーム
ページでもご覧になれますが、本日各テーブルに
コピーを載せてありますので、必要な方は回覧用紙
に○印を入れて頂きます様にお願いいたします。

（編集担当　泉 ・ 岩永）

10月4日（第 1例会）
・大阪市成年後見支援センター 村井様、
　よろしくお願いいたします。 
　　　　　　　　　　　　  山本（英）会員

・新入会員の平田です。今後ともよろしく
　お願いいたします。　　　　　  
・34周年をむかえました。           平田会員

・第1回ゴルフコンペ無事開催することが
　出来ました。皆様、ありがとうございました。
　三宅さん、今井さんおめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　 宮田会員

・前年度会長杯頂きました。ありがとうござ
　います。　　　　　　　　　　 今井会員

・ゴルフ部で優勝。ゴルフ部の皆様、お世話 
　になりました。　　　　　　　  三宅会員

・先日はゴルフ部の皆さまにご迷惑をおか
　けしました。すみません。　　　 田中会員

・三宅さん、ゴルフ部行き帰り運転ありがと  
　うございました。　　　　　　   石濱会員

・その他、お祝い　　9件

卓  話 １０月４日＜第１例会＞

に こ に こ 箱

大阪市成年後見支援センター
所長　村井智子様

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


