第１４０２回 例会 ２０２０年（令和２年）７月２７日
本日のプログラム
（本日のプログレス 片岡 清夫 ＳＡＡ）
○ ロ‐タリ‐ソング 「日も風も星も」
○ 会長の時間
◎ 幹事報告 ◎ 委員会報告 ◎ ニコニコ箱報告 ◎ 出席報告
○ 委員会卓話 「会員増強委員会」
中村 一 委員長
前回（７月２０日）例会記録
◇プログレス 片岡 清夫
ＳＡＡ
１．来客紹介

・てるてるぼうず
・峠のわが家
・谷間のともしび

澤田 宗久 親睦委員長

ゲスト：２名 地区外：０名 地区内：３名 合計：５名
ゲスト：大阪心斎橋ＲＣ 会長
同
2．会長の時間

幹事
「麒麟がくる」

古山

昭

様

日野 年澄 様
岡本

茂 会長

今年の大河ドラマは「麒麟がくる」。明智光秀が主人公です。今年のドラマ、スタートから沢尻
エリカの一件で開始がおくれ、東京オリンピックが予定されていたため、もともと放送が少ない
ところへ、今回のコロナの影響で撮影が中断されています。踏んだり蹴ったりの進行状況です。
今日はこの話をしたいと思います。
光秀が信長に謀反を起こした動機は何か。日本史最大の謎の一つと言われています。
その俗説は３つ。「怨恨説」は信長の言動に恨みを抱いて殺意をもった。「野望説」は信長に
代わって天下を取りたい。「黒幕説」は光秀の背後に彼を動かした人物がいた。
直接の動機ははっきり分らずとも、怨恨は間違いなくあったように思います。テレビドラマ、映画などでは信長の光秀への
繰り返しての殴打、折檻があります。信長は元来逆上しやすく、自らの命令に対して反対を言われることに耐えられない

性質。光秀が言葉を返すと立ち上がり怒りを込めて足蹴にした。いまでいう「パワハラ」ではないか。
昨年 5 月、労働施策総合推進法の改正で、いわゆるパワハラ防止法が成立し、会社にはパワハラの防止対策が法的に
義務付けられた。大手はこの 6 月から中小は再来年の 4 月施行です。ガイドラインの 6 類型でも「暴行、傷害」は一番悪質
です。
信長は、激怒すると、髪をつかんで引きずり回し、欄干に頭を押し付け、鉄扇で何度も光秀の禿げ頭を叩く。またこれを、
諸大名のいる満座の中、会社で言えば役員会・幹部会の会議中にするのですからは、名誉も人権もあったものではない。光
秀の恥辱は耐えられないものであったことでしょう。
ここは、大方が社長・会長ばかりですので、どうか日頃の言動で寝首を掻かれないように老婆心ながら忠告申し上げます。
最終回、クライマックスに向けてどんな筋立てになるのか、真の謀反の動機、理由は何か、興味があるところです。

３．大阪心斎橋ロータリークラブ年初ご挨拶
◎大阪心斎橋ロータリークラブ 会長 古山

昭 様

皆さん こんにちは。大阪心斎橋ロータリークラブ、創立５０周年に会長を努めます古山です。
私で４７人目の会長となります。
後ほど佐伯５０周年特別委員長より、５０周年の式典などみなさんへお願いを含めたご挨拶をさせ
ていただきます。
私は入会して７年目となりますが、入会時たまたま会員数が最少となった時期とも重なり、半年後
の２年目より社会奉仕委員長を仰せつかって以来、「ロータリアンに NO はない」と言い聞かされ、
途切れることなくいろいろな役割を経て今年度の会長も拝命いたしました。
思い起こせば入会後の船場さん主催の合同情報集会で、みなさんの前でご挨拶をいたしましたが、自分の意思で入会した
訳ではない、というようなやる気のない発言を発したことを覚えており、今この場面では赤面・冷汗ものでございます。
心斎橋ロータリークラブのメンバーからの薫陶を受け、時には反発もありましたが、日々様々な温かい支援の中で７年目を
迎えたわけであります。
船場ロータリークラブのみなさんとは、情報集会・地区大会・研修会など様々な場面で声をかけていただき、適度な
距離感と心斎橋にはない情報などをいただき、大変心強いものがありました。
今後も奉仕の精神では切磋琢磨し、親睦においてはソーシャルデイスタンスを取りつつ、ともにロータリーライフを
歩んでまいりしょう。今後ともよろしくお願いいたします。
◎大阪心斎橋ロータリークラブ

幹事 日野 年澄 様

心斎橋ロータリークラブで本年度の幹事を務めます日野です。何卒よろしくお願い申し上げ
ます。船場ロータリークラブの皆様には平素より大変お世話になり心からお礼申し上げます。
私たちのクラブも新年度、何とか通常通りのスタートを切ることができましたが、新型コロナウイルス
の感染拡大は未だ全く先の見えない状況です。そうした中で皆様とは今まで以上に絆を深め、
この困難をともに乗り越えていきたいと思っております。本年度も何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

４．創立５０周年記念例会祝賀会開催のお知らせ
◎大阪心斎橋ロータリークラブ 創立５０周年特別委員会 委員長 佐伯 良一 様
皆様今日は！ご無沙汰致しております。
コロナ感染症の影響で大変な折、お障りなくお過ごしの御事と
お喜び申し上げます。
さて、本年度１１月、１９７０年創立５０周年を迎える事となり、色々検討
の結果、１１月１３日（金） １５時受付 茶席を設け、１６時３０分記念
例会 １８時１５分祝賀会を行うべく準備を進めております。
場所はホテル日航大阪「鶴の間」です。
皆様方におかれましてはご多忙中恐れ入りますが、全員出席の程お願い申し上げます。
尚、コロナ感染症の状況により、変更する事があると存じます。その折には随時お知らせ申し上げます。

５．ニコニコ報告

吉本

力 親睦委員

大阪心斎橋ＲＣ 佐伯良一様・・・・久しぶりにまいりました！よろしくお願い致します。
大阪心斎橋ＲＣ 古山 昭様・・・・よろしくお願いいたします。
大阪難波ＲＣ 岡西豊博様・・・・岡本会長様、今期ご活躍を祈念申し上げます。
片岡 会員・・・・本日卓話です。よろしくお願いします。
岡本(真) 会員 ・・・・本日は２１回目の結婚記念日です。引き続き頑張ります！
塩尻 会員・・・・遅くなりましたが、藤井さんありがとうございました。大変美味しく頂きました。
俣野、栗原、藤井、沖、吉本、原山、小山、宮原、山川、井澤、岩崎、中嶋、岡野、松谷、松永、大嶋、北野、新川、
清水、小島、中村、
各会員・・・・今期末は五輪シフトの４連休 来年の五輪開催に期待！

６．出席報告 片岡 清夫 ＳＡＡ
会員総数 ３５名 出席率計算会員数 ３４名 出席会員数 ３１ 出席率 ９１％
第１３９９回（６月２２日） 修正出席率 ９４％

７．委員会卓話
◎国際奉仕委員会 岡野 秀章 委員長
国際奉仕とは、世界理解と平和推進を目標に
（１）人道的国際奉仕活動
（２）国際的レベルの教育・文化活動
（３）特別月間の催しの実施
（４）国際的会合への参加
（５）海外姉妹クラブとの国際交流
を行うこととされています。当クラブものこれらに取り組んでいく方針です

計画項目
（１）については引き続き、バヌアツ・フィリピンにおける医療奉仕活動における支援
（２）についてはインドネシアバリ島における就学困難児童及び学校施設設置支援
カンボジア小学校設置後の情報収集と継続的支援の必要性の検討
（３）については「平和と紛争予防／紛争解決月間」の催しを企画する
（４）については２０２１年６月の台湾でのロータリー国際大会への多数の参加
（５）についてはシンガポールロータリークラブとの交流

◎ ロータリー財団委員会 平山 明彦 委員長
・ロータリー財団の意義と理解を深めていく
・財団への寄付推進に努める

◎ 米山奨学委員会 北野 克己 委員長
委員会の方針
ベトナム国籍の米山奨学生 ゴーチュンタン君の滞在期間は、2021 年 3 月 31 年迄で、残り 9 ヶ
月となっております。
今は世界中で大変な時ですが、彼の夢を実現させてもらうべく、岡野カウンセラーと協力しなが
ら、会員の皆様と一緒に卒業まで見守っていきたい。この委員会事業が、ロータリーの目指す
平和と国際理解の推進そのものであることを、10 月のロータリー米山月間などを通して、再度、
会員に確認を深めていくようにしたい。
計画項目
1.

従来通り、奨学生を例会や懇親会などへ招待する。

2.

奨学生とその友人達も含め、親睦を計り、また、ロータリーの公報もする。

3.

奨学生制度を研修し、寄付活動に一層の理解をいただく努力をする。

◎ クラブ戦略計画委員会 林

拓 委員長

当委員会の本年度方針は「ビジョン策定」とさせて頂きます。
ロータリー活動の中でも特には会員増強と奉仕や例会のあり方などに焦点を当てたビジョン
策定を委員会活動の中で作っていきたいと思います。
新入会員の方々のご意見もお聞きしながら、船場の会員が考える船場らしい多様性を取り入れ
たビジョン策定。「船場カラー」の創出に努めたいと思います。
委員会卓話や会員増強委員会、各奉仕委員長、新入会員を招いての委員会活動を通して
意見交換を行い、当クラブのビジョン策定に繋げたい。委員会活動は新型コロナウイルス感染対策に配慮し、開催したいと
思います。

◎ ＳＡＡ委員会 片岡 清夫 委員長
委員会の方針
ロータリークラブの原点は例会にあると思います。ただ今年度は新型コロナウイルスの影響を
考慮した例会運営が求められると思います。
岡本会長は活動方針で「こんな時こそ全員野球で将来に向けた明るく楽しい有意義なクラブ
活動を目指します」と述べておられます。
また地区のビジョンも「魅力ある・元気ある・個性あるクラブを目指す」とあります。
メンバーの皆様もコロナの影響で大変な思いをされていると思います。こんな時にこそ心温まる、元気が出て、為になる
例会を目指して参りたいと思います。
活動項目
１．

例会場のコロナ感染対策の実施。

２．

明るく楽しく有意義な例会を目指して皆様からご意見を頂きたいと考えます。
例えば卓話の時間のあり方等。

３．

会員の地区大会、ＩＭロータリーデー、クラブ協議会への積極的な出席を促す。
特に入会３年未満の会員の出席を推進する。

４．

皆出席者の表彰。

★８月例会予定★
日

司会

３

俣野

プログラム

歌

その他

バヌアツ歯科医療

「君が代」

お誕生日お祝い

奉仕活動の現状

「四つのテスト」

理事会３１階「カトレア」１３：４０～
お食事：洋食

会員増強・
２４

新クラブ結成

俣野

フリートーク

「奉仕の理想」

推進月間

３１

お食事：軽食
※ホテル駐車場混み合う恐れがあります

俣野

バズセッション：
会員増強

「我等の生業」

クラブ協議会３１階「カトレア」
１３：４０～１５：４０（柿本円Ｇ補佐出席）
事前懇談会１１：５０～１２：２０
お食事：和食
※例会場は４階「孔雀の間」です

