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赤い羽根共同募金
10月31日例会場にて赤い羽根共同募金活動を
させて頂き会員各位より21,020円をご寄付頂き
ました。ご協力に心より感謝申し上げます。
社会奉仕委員会
１０月３１日(木)１８時より北新地｢割烹
悦｣にて、NO.３.５.６のテーブル情報集会が開催
されました。
中村修会長・石田副会長にご出席いただき、総
勢１８名で情報集会がスタートいたしました。
中村会長のご挨拶につづいて、橋本会員の乾
杯のご発声で開会されました。
素晴らしい和食と美味しいお酒を堪能しまし
た。お店をご紹介いただいた橋本会員ありがと
うございました。
会員の皆さまの近況報告を聞きながら、終始
なごやかなムードであっという間の２時間でし
た。ご参加の会員の皆様ありがとうございまし
た。
近況報告の中で髙田直前会長のお話にござい
ましたドライブレコーダーについてですが、ド
ライブレコーダーは走行中の映像だけでなく、
車内の音声も記録されています。
この事を知った会員の皆さまがドライブレ
コーダーをつける気が無くなったことは内緒で
す。
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ロータリ財団月間
♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１１月第２例会のお知らせ
日 時：１１月１６日（土）～１７日（日）
内 容：会員同士の懇親、
４０周年に向けての打合せ
場 所：滋賀県二本松キャンプ水泳場
登録料： 今回ご登録は受け付けておりません
幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ミネストローネ、バジルペースト添え
ポークフィレ肉の一口カツ、味噌カツソース、
ポテトサラダ、トマト、胡瓜、コールスロー
ラズベリーシャーベット、
シナモン風味の赤ワインゼリー
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）三世代クラブ合同例会 （2492回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）三世代クラブ合同社会奉仕事業の要旨報告
講 話 「児童心理治療施設児童院・
心をはぐくむ」
社会福祉法人 聖家族の家
児童心理治療施設 児童院
施設長 野坂 猛夫 様
社会奉仕委員会
＜例会場 ヒルトン大阪 35階 Windows1＞

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
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永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

皆様こんにちは。
10月17日第2回IM6組フレシッシュロータリア
ン親睦交流会委員会に坂東会員、二宮会員と吉
村会員に出席して頂きありがとうございまし
た。
10月27日タイ国ウッタラジット県の学校への
浄水装置贈呈式に山本会員と梅本会員に出席し
て頂き、大変お疲れ様でした。
秋、やがて訪れる長く厳しい冬を知ってか知
らずか、いのちの輝きに心奪われます。10月22日、
国民の歓迎ムードの中、天皇陛下の即位の礼が
行なわれました。スポーツでは、ラグビーは予選
全勝で驚きのベスト８、野球はソフトバンクが
巨人を倒し日本一に、ゴルフはタイガーウッズ
の日本での復活優勝、本当にスポーツの秋、最後
はラグビーの決勝戦、相撲の秋場所が始まりま
す。日本人横綱期待しています。
大雨の被害がまだまだ続いております。一日
も早く従来の生活が送れますようにと願ってお
ります。「一人が一人を連れて来る」よろしくお
願いいたします。

次週（１１月１４日）のお知らせ
１）例

会

２）ソング

（2493回）
友と呼べるのは

３）卓

話 ロータリー財団月間記念卓話
「ロータリー財団補助金について」
地区ロータリー財団委員会
補助金小委員会 委員長 村橋 義晃 様
国際奉仕委員会
４）次年度理事・役員指名委員会
５）記念写真撮影

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①11・12月卓話予定者表をお届けしております。
担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者
を事務局までご連絡お願いいたします。
②次週11月7日は「三世代クラブ合同例会」です。
創立50周年記念に作成しました記念ネクタイ
の着用をお願い致します。
③NO.3・5・6テーブル情報集会が本日18：00から
「割烹 悦」にて開催されます。関係各位よろ
しくお願いいたします。
④NO.1・2・4テーブル情報集会の出欠のご返事を
事務局までお願いいたします。
⑤本日例会終了後「11月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆

１１月度理事会決定事項

☆☆

・永田会員の会長エレクト辞退の承認と中島会員
の補填が承認されました。
・三世代奉仕事業は来年4月頃を目途に実施に向
けて検討中です
・三世代合同例会の際に、50周年記念ネクタイ
を着用ください
・三世代合同例会はヒルトン35階Windows1にて
全席指定で行います。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
２名
０名
２名

会員総数
49名
会員出席
34名(41名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
7名

・アフターインフォメーションを11月7日に実施
します。
・11月7日に国際大会（ハワイ）の出欠確認のアン
ケートを行います。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝。お祝いの品、有難うございます。
福原 哲晃
髙橋さん、本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
髙橋さん、卓話拝聴させていただきます。
石田 道夫
本日の卓話、気得と楽しみで拝聴します
中川 政照
本日の卓話、勉強させて頂きます 寺杣 晃一
髙橋さん、卓話楽しみです
吉村 圭太
本日の卓話、宜しくお願いいたします
髙橋 俊起
望田さん、ご入会おめでとうございます。
中村 修
望田さん、ご入会おめでとうございます。
石田 道夫
望田さんご入会おめでとうございます。一緒に
奉仕をやりましょう。
髙田 肇
望田さん、ご入会おめでとう御座居ます。これ
からも宜しくお願いいたします
髙橋 俊起
望田さんの入会を祝して。これから宜しくお願
いします。
会員強化組織委員会
タイ、小学校への浄水システム贈呈式、無事終
えることが出来ました。
山本 喬一
タイの水事業、山本パスト会長のご努力が結実
しました。ご苦労様でした。
梅本 知秀
山本喬一会員、梅本会員、タイ浄水器プロジェ
クトおめでとうございます。強行日程で大変お
疲れ様でした。
川原 和彦
山本喬一さん、梅本さん、念願のタイミッショ
ン成就され大変おつかれ様でした。誠におめで
とうございます。
中野 格OB
①長期連続欠席をお許し下さい
②望田さん ご入会おめでとうございます
③髙橋さん 本日の卓話、頑張って下さい
仲西 良浩

）内は会員総数を基準とした値

10月31日の出席率
82.93％
５週間前（10月3日）の
メークアップを含む出席率 83.72％
メークアップ実施会員
1名（欠席者 8名)
元交換学生サンドラさん、ようこそ、来てくれ
てうれしいです。
山本 喬一
令和元年10月31日

合計金

77,000円

累計金

818,000円

☆☆ 先週（10 月 31 日）の卓話 ☆☆
「負動産の終末について考える」
髙橋 俊起会員
皆さんも色々な報道でご存知かと思います
が、日本国内での所有者不明の土地と言うのは
九州を超える面積迄に拡大しております。土地
の所有権と言うのは江戸時代に現在の中国と似
たような感じの専用使用権から始まったと言わ
れます。幕府がそれを証明する覚書として「沽券
状」という証書が作成されたようです。沽券状と
言うものには土地の場所や広さ、使用者の名前
などが記されていました。これが権利書のはじ
めである。
この権利書である沽券の発明が、
「不動産の賃
貸」という形態を生み出しました。沽券状は質入
したり貸したりすることもできたそうです。例
えば、土地を使用する権利を買い取り、それを他
の人間に貸して賃料を得る事が出来る様になり
ました。沽券状が発明される前の時代は、土地を
他人に明け渡すことは、すべての権利の放棄を
意味しました。しかし沽券の出現により、他者に
専用使用を許しても、その土地に対する権利を
所有し続けることが可能になりました。実質的
に幕府が土地の個人所有を認めた事になりま
す。
時代は変わり、明治６年に行われた「地租改
正」で、近代的な土地の所有権が法的に認められ
ました。その時、税制の改革も行われ、それまで
税金は基本的に土地の耕作者が支払うものでし
たが、それ以後は土地の所有者が支払うことに
変更された。これは当時の富国強兵策の一環で
あったと言われています。
数回のバブル崩壊により土地神話も崩壊し
続々と所有権放棄が進んでいますが、生産性の
無い土地と言うのは負の動産以外何物でもあり
ません。将来の相続人の為、この機会に今一度、
負動産の見直しをお勧めしたいと思います。

タイ国小学校への
「浄水システム」設置事業・贈呈式
タイ国ウタラジット県の小学校7校へ逆浸透
膜式浄水システムを設置する事業の贈呈式に梅
本前年度国際奉仕委員長と2名で参加してきま
した。
この事業は2017年9月に中村健介会員と現地調
査を行って以来丸２年かかってようやく実現で
きました。
当初はグローバル補助金を活用し21校
への設置を目指しましたが承認を得ることがで
きず、地区補助金を活用する事業となり７校へ
の設置としました。
ウタラジット県は首都バンコクから北へ1時
間の空路と1時間の陸路という距離にある農村
地帯です。この地
域では地下水や
川の水を使用し
て水道水として
いて、カルシウム
分や雑菌など不
純物が含まれて
いて飲料用には
適していません。そのため結石や下痢などの病
気の原因となっています。逆浸透膜式浄水シス
テムは雑菌や不純物をほぼ完全に取り除くこと
ができ飲料として利用可能になります。本事業
は当クラブと姉妹クラブの台北陽明ＲＣ、3350地
区ノンケームＲＣ、現地3360地区ピチャイＲＣの
４クラブの連携で実現できたものです。

10月28日、現地のピチャイ小学校において、学
校関係者、生徒参加のもと贈呈式の式典を行い、
浄化した水の試飲を行いました。浄化した水は
冷却装置を介して供給する方式とされていて冷
たく飲みやすいものでした。引き続き7つの小学
校から参加している生徒・先生・保護者を集めて
浄水システム業者によるメンテナンス講習を実
施し、水質の管理方法とフィルターの交換につ
いて説明を受け浄水システムを適正に管理運用
する体制作りも行われました。

式典のあと、もう１校の設置状況を視察しま
したが、この地域は最も水質の悪いところとの
ことで、画像のように見るからに濁った水がき
れいに澄んだ水になっていました。

ホテルを朝5時30分に出発し帰ってきたのは
夜10時30分と強行スケジュールでしたが、白内障
プロジェクトから交流のある現地ロータリアン
が前日の到着時から空港への送迎などほとんど
すべての移動でお世話になりました。おかげ様
で道に迷うなどのトラブルもなく予定通りのス
ケジュールをこなすことができました。ロータ
リアンの友情に感謝です。
また、この事業に関して当クラブ会員の皆様
のご理解とご協力に感謝申し上げます。
2017-18年度国際奉仕委員長 山本 喬一

