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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
2021- 2022年度国際ロータリー会長 シェカール・メータ

本 本日の例会
日 の 例 会
●場所
●卓話

3月18日（第3例会ハイブリッド）

シェラトン都ホテル大阪
「公証役場の使い方」

3階

次 週 の お 知ら せ
●場所
●卓話

●理事会

シェラトン都ホテル大阪 3階 春日の間
「EDの概念と治療薬について」
青野縣一会員

4月1日（第1例会）

シェラトン都ホテル大阪 3階 春日の間
「戦後77年 戦争と平和について想う事」
岡倉三郎会員

先 週 の 記 録

◆ 委 員 会 報 告 ◆

岡 俊介会員

3月25日（第4例会）

次 々 週 の お 知らせ
●場所
●卓話

三笠の間

〇 2021−22年度「春のRYLAセミナー」の案内が届いています。大阪
西ロータリークラブがホストクラブとして開催されます。濱田青
少年奉仕委員長・RAC担当の石濱副委員長・村上米山奨学委員会委
員長に回付しました。

3月11日（第2例会ハイブリッド）

●出席報告
出席会員33名（内免除会員5名）
会員総数46名（同上13名）
ゲスト
2名
ビジター 0名
計35名
ホームクラブ出席率86.84％
2月25日
（第4例会）
補正出席率100％
（MU9名）
●ゲスト＆ビジター（敬称略）
吉村 昭（ガバナー補佐）
若宮邦弘（ガバナー補佐エレクト）

◆ 会長の時間 ◆
2660地区の吉村昭ガバナー補佐、若宮邦弘ガバナー補佐エレクト
におかれましては、ようこそお越しくださいました。例会終了後、次年
度会長・幹事及び次年度IM実行委員長である村上泰啓前会長ととも
に懇談の場を設けていますので、よろしくお願いします。
国際ロータリー（Rotary International 以下RI）は、世界各地のロー
タリークラブを会員とする連合組織ですが、RIと各ロータリークラブ
を結びつける管理上の機構として「地区」が置かれ、その2660地区に
当クラブは所属しています。地区の長はガバナーであり、これを6人の
ガバナー補佐が支え、その下には様々な委員会が置かれ活動していま
す。特に若手の会員には、当クラブの活動のみならず、地区の活動にも
積極的に参加して視野を広げて頂きたいと思います。

◆ 幹 事 報 告 ◆
〇 2022年3月「ウクライナ危機」緊急人道支援金協力のお願いが届き
ました。クラブ会計より会員1人あたり1,000円、合計46,000円を
支出し、地区に送付する事を先週の理事会にて決定しました。
〇 2021−22年度国際大会はテキサス州ヒューストンにて、2022年
6月4日から8日まで開催され、6月5日（日）には恒例の「日本人親善
朝食会」の開催案内が届いていますので山本智重国際奉仕委員長
に回付しました。

青少年奉仕委員会 濱田由弘委員長
「春のRYLAセミナー」のご案内が届いております。本日、会員皆様に
ポストしています日程は5月3日（火）、4日（水）、5日（木）です。
大阪西ロータリークラブが主催されています。申込期限は3月31日
（木）です、申し込まれる方は事務局までお願いします。
雑誌・広報委員会 恒元直之委員長
【3月号 横組記事より】
P.5【シェカール・メータRI会長メッセージ：親愛なるチェンジメーカー
の皆さん（RI指定記事）】
2020年3月11日に世界保健機関（WHO）が新型コロナウイル
スによるパンデミックを宣言して2年になります。コロナ禍で児
童婚や人身売買の増加等大きな影響を受けているのが女児で
す。パンデミックにより、児童婚のリスクのある女児の数は
1,000万人増加したと言われています。コロナ禍の下で女児のエ
ンパワメント
（地位向上）
は重要な活動です。
メータ会長は女児の
教育、
医療、
経済的機会を向上させ、
女児が持てる力を十分に発揮
できるようにするため、グローバル補助金を用いた画期的な取
り組みを呼びかけています。コロナによるパンデミックが何年
続くかは誰にも分かりませんが、ポリオ根絶に向けて何十年も
根気強く活動してきたロータリーは、その経験を活かしこのパ
ンデミックを皆の人生を豊かにするために奉仕するチャンスと
して生かすべきであるとのメータ会長の言葉が心に響きます。
P.16〜21【米国「ROTARY」誌3月号記事から：夢をつなぐ（RI指定記
事）】
次年度2023−24年度に女性初のRI会長を務めるジェニ
ファー・ジョーンズRI会長エレクトの紹介記事です。その人とな
り、ロータリーにかける思い、次年度会長テーマとロゴに込めら
れた意味などが詳述されています。ジョーンズ会長エレクトは
ラジオやテレビ番組、企業PR動画等の制作会社の社長で、1996
年入会のカナダ・オンタリオ州のウインザー・ローズランドRCの
会員です。ジョーンズ会長エレクトはDEI（Diversity:多様性、
Equity：公平性、Inclusion：様々な価値観を受け入れ生かす包括
性）への取り組みに力を入れる意向ですが、これはロータリーの
DNA・中核的価値観を変えることではなく、それを守り続け実現
するために必ず必要な事なのだと力を込めます。次年度の会長
テーマは「イマジン ロータリー」です。彼女にとって「イマジン」
は夢を追い求める義務を意味し、全てのロータリアンに成し遂
げたい夢を持ちロータリーを通して叶えて欲しいとの願いが込
められています。ロゴは次年度国際大会開催地のメルボルンに
因み、オーストラリア原住民アポリジニの有名なデザイナーに
よるデザインです。色調は白、紫、緑の3色で白は平和、紫はポリ
オ根絶、緑は環境を表します。中央の大きな輪は人の集い、7つの
点はロータリーの7重点分野と人を導く星、緑の棒は掘起し棒で
行動を起こすための道具を表し、今までにはない斬新なデザイ
ンです。
【3月号 縦組記事より】
P4〜8【語り継ぐ震災 今、あなたと共に】
2021年3月6日に2680地区（兵庫）姫路西RCが制作した姫路
ケーブルテレビ番組での東北大学病院総合地域医療教育支援部

水と衛生月間

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真実かどうか

みんなに公平か

助教 菅野武氏の講演要旨です。
菅野氏は2011年3月11日東日本大震災発生当時、宮城県南三
陸町の志津川病院の内科医として勤務中に被災しました。患者、
職員を誘導し5階に避難したものの、4階の天井まで押し寄せた
津波に一時は死を覚悟しましたが辛うじて逃れ、重症の患者を
優先的にヘリで搬送し3日目の3月13日に最後のヘリで死の淵
から帰還しました。南三陸町の自宅は車もろとも津波で全て流
されましたが、奥様は3月16日が2番目の子供の出産予定日で長
女共々仙台の実家に帰省していて難を免れました。奥様は3月16
日に無事男の子を出産し、家族がかろうじて死を免れ新たな命
を授かったと言う、死を見て生を見た生と死のコントラストが
NHKで全国放映され日本だけでなく世界中に感動を呼びまし
た。4月にはアメリカ タイム誌の2011年「世界で最も影響力のあ
る100人」に選ばれました。
「選ばれた栄誉は、全ての被災者の言葉では表せない苦しみの
象徴です」
「震災に負けずに闘っている人々がたくさんいます。
そんな日本を誇りに思います。日本は必ずよみがえりますので
見守って下さい」とのスピーチが感銘を与えました。南三陸町の
支援に来た阪神淡路大震災の体験者の「恩返しではなく恩渡し
だ」という言葉が強く印象に残っています。バトンを次の人に渡
すことで経験や思いが受け継がれてゆくのです。あの大震災を
乗り越えた菅野さんの後世に伝える思いが溢れます。
P.9〜12【この人訪ねて】
今回は、仏画制作を中心に活動する画家で河内長野高野街道
RC会員の浅井雅宏さんの紹介です。浅井さんは和泉市の山間部
に「伯舟庵」を構え奥様と二人で仏画を描いています。趣味の
サーフィンを通じて奥様と知り合い仏画を描くようになったこ
と、大好きな岸和田のだんじり祭りとの関り、来年会長を務める
クラブへの思い。エピソードを交えての人生ドラマが描かれて
います。
この他にも興味深い記事が多々掲載されています。是非ご活用くだ
さい。

卓 話

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

② 一部執行猶予の主張
3.わがままな被告人
金を貸してくれ。
生活保護が打ち切れないようにしてくれ。
現在住んでいるアパートの家賃が滞納になったら、
賃貸借契約を
解除されるのでそれを阻止してくれ。
解除になったら、
荷物をただ
で預かってもらうように交渉してくれ。

◆Mügeさん卒業報告◆
米山カウンセラー 西谷雅之
元米山奨学生Müge Özkanさん（トルコ）が、2021年1月28日に大学
院博士課程を無事卒業されました。コロナなどの影響で米山奨学会本
部からのお祝いの品を送付するのが遅れておりましたが、やっと送付
することができお礼のメッセージを頂きましたのでご報告申し上げ
ます。原文のまま掲載いたしますが（ ）内は読みやすいように私が追
加いたしました。
Dear Nishitani-san,
I received the gifts. Thank you very much. I am grateful to have met
you and get a chance to be part of your family. I also wanted to
convey a message to the Rotary members would it be possible to
share it in the meeting?（I tried my best to write a good one, but my
Japanese, unfortunately, became rusty（
: I hope that the portions that
I got help from the translator works.）
民浅間（皆様）、こんにちわ、私ミュゲです。私は昨年1月に博士号を取
得しました。民阿讃（皆さん）が送った贈り物をどうもありがとうござ
いました。私わ本当に好きです。今、私ドイツでポスドクとるけんきゅ
します。私が日本にいるま（間）、ロータリーの民浅間（皆様）私の家族に
なりました。おかげさまで日本の文化や日本語を話すことについて
ちょっと学びしました。私の夢わもう一度日本に来て、ロータリーの
民浅間を訪ねことです。またね

3月11日〈第2例会ハイブリッド〉

「新米弁護士の徒然草」

岩永建保会員
第 1 弁護士社会は、厳しい競争社会であること
を痛感
1.私の登録番号は、
61412番です。
戦後日本弁
護士会がスタートしてから、私で61412番
目の弁護士ということになります。現在全
国で4万3,230人位の弁護士が登録されて
います。私らの同期が弁護士になった時点と比べ、
約3倍に増え
ています。
2.かつては、
弁護士の資格があればなんとかなりましたが、
弁護士会
費を支払えないという弁護士もいます。
どの分野も同じでしょう
が、専門分野を持つ弁護士でないとこれからは、通用しないので
はないかと思います。
第2 国選弁護人について
1.国選弁護人について かつては起訴されてから、
国選弁護人がつ
いておりました。現在は、被疑者勾留の段階から国選がつくよう
になりました。
2.被疑者段階でついた国選弁護人は、
被疑者が公判請求されれば、
そ
のまま被告人国選弁護人になります。
3.逮捕されてから勾留されるまでの間は、
国選弁護人はつきません。
ここで登場するのが、いわゆる当番弁護士です。この当番弁護士
制度は、
弁護士会の負担で1回無料で弁護士と接見できるものです。
第3 控訴審での国選弁護人として活動
1.事件を受任して、
事件記録の閲覧等をした後に被告人と接見し、
控
訴趣意書を作成提出して公判に臨みます。
2.控訴審で経験した事件について
① 窃盗症いわゆるクレプトマニアの主張
万引きを繰り返す人の中に、
このクレプトマニアと言われる人
がいます。
実際に該当するのはごく一部だと思いますが、
窃盗
の常習犯の人たちは、
ダメもとでこの主張をします。

▲元米山奨学生Müge Özkanさん

にこにこ箱
3月11日
（第2例会ハイブリッド）
・息子が高専に4月から入学し、
親元を離れ下宿生活にな
ります。
少し寂しいです。
泉会員
・吉村ガバナー補佐、
若宮ガバナー補佐エレクトをお迎え
して。
三宅会員
・勝島さん、先日は有難うございます。吉村ガバナー補佐、
若宮ガバナー補佐エレクト、本日は宜しくお願い致しま
す。
岡部
（倫）
会員
・勝島さん、
9日
「うえまち」
での差し入れ有難うございま
した。
西谷会員、
岡部
（倫）
会員、
濱田会員
・とうとう70になりました。
・久しぶりの卓話です、
とりとめのない話をさせて頂きま
す。
岩永会員
・吉村ガバナー補佐、
若宮ガバナー補佐エレクト、
本日はお
越しくださり有難うございます。
小林会員
・他、 2件

！
会員増強にご協力を！

（編集担当

佐伯・恒元）

