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≪１１月２４日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「新入会員自己紹介」 

山村忠弘君 

松本隆司君 

♪本日の歌  「奉仕の理想」 

 

≪１２月０１日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「水の力 正しく水を飲むと健康寿命

が延びる」 

講師 小島知実様 

（卓話担当 阪田克英君） 

 

 

 

≪１１月１７日（木）例会≫ 

 会員数２０名（内出席免除者数８名） 

 本日の出席者数８名（内出席免除者数２名） 

本日の出席率 ５７．１％ 

＊１０月１３日（木） 

 会員数２０名（内出席免除者集８名） 

 例会出席者９名（内出席免除者数２名） 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名  例会修正出席率 ６４．３％ 

 

  

 

会長 田村嘉宏君 

◎本日は井上幹事がお休みなので、会長の時間に引

き続き幹事報告代行させて頂きます。 

◎次週(12/1)例会後に、定例理事会を行います。 

 

 ≪11 月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2022 年 11 月 17 日（木）17：30～ 

場 所 KKR ホテル大阪 5 階「瑞宝」 

出席者 田村、北井、政岡、表、井上 

◎11・12・1 月行事予定 

11月 3日㈭ 祝日（休会） 

11月 7日㈪ ガバナー公式訪問(3 ｸﾗﾌﾞ合同例会） 

11月 10日㈭ 振替休会 

11月 11日㈮ 教育講演会（表直前幹事） 

＊協賛金 1万円 

11月 17日㈭ 例会・定例理事会・ 

オリエンテーション（段さん） 

        東大阪東 RC大橋ガバナー年度準備 

委員会（井上幹事） 

11月 18日㈮ 大阪 RC創立 100周年記念式典 

（田村会長） 

11 月 22 日㈫ 東輪会ゴルフコンペ（奈良柳生 CC）（井上・

（政岡・木戸・島・表・山村） 

11月 24日㈭ 例会 

12月 1日㈭ 例会・定例理事会 

12月 8日㈭ 例会 

12月 10日㈯ 大阪南 RC70周年式典（田村会長・

北井直前会長） 

12月 15日㈭ 例会・年次総会 

12月 16日㈮ 地区大会（～１７日） 

12月 18日㈰ クリスマス家族会（ＫＫＲ） 

12月 22日㈭ 振替休会 

12月 29日㈭ 年末休会 

幹 事 報 告 



 

 

1月 5日㈭ 年始休会 

1月 12日㈭ 台湾訪問（1/12～14）・休会 

1月 19日㈭ 休会 

1月 26日㈭ 初例会・新年会 

◎議 案 

１．子供食堂への支援の件 

以下のとおり決定。 

・新米（中河内 JA、5kg、1620円）を田村会長の

手配により贈る。 

  ・予算は 10万円～15万円 

・東大阪中央 RC・東大阪西 RCと共同で行うよう

打診する。（田村会長） 

・贈呈先については東大阪市子どもすこやか部子

ども家庭課（西田様）を通じて募ること。（担

当北井） 

２．フードバンクに食品寄贈の件 

 ・東大阪市社会福祉協議会等に打診し、東大阪市内 

の寄贈先をヒアリングする。（担当北井） 

３．奉仕活動のアンケートについて 

  提出を再度催促と、内容を事務局がまとめる。 

４．コロナ感染症に関しての対応 

 11 月に入って、コロナの新規感染者数が増えて

きているが、基本的に今までと同じコロナ対応を

する。大阪府のコロナアラートが赤色になると

（通天閣や大阪城の点灯色）リアル例会は中止す

る予定。重症者の病床使用率 60％も指標になる。 

５．台湾訪問の件 

  2023.1.12~14  台中東海 RC の 25 周年式典が開

催される予定。先方より正式に出席要請がきてい

る。田村会長と井上幹事は出席の方向。他メンバ

ーや家族にも案内をし、訪問チームを結成する予

定。両国のコロナによる隔離も緩和されており、

訪問しやすくなっている。良く確認した上で、会

員に案内する。お祝いメッセージや土産も準備に

入る。先方の国際担当窓口は Scott 氏。 

６．東大阪東 RC 支援について 

  二年後に大橋ガバナーを輩出するにあたり、

東 RC より正式に応援の要請が来ている。具

体的にはまだ内容は決定していないが、東大

阪東・東大阪みどり・大阪ネクストの三クラブ

よりそれぞれ人員を出して担当を割り振りす

る。みどりには 6 名出すように言われたが、 

 

クラブへの負荷がかかりすぎるので、4 名で対

応すると返答した。（井上幹事）12 月中に４名

を決定しなければならない模様。 

７．身障者支援団体（スイミー）クリスマス会につ

いて 

今年もクリスマス会が開催されるので、支援

要請が来た。12/（日）に可能ならまたサンタ姿

で数人参加してほしいとのこと。三万円の協力

金を支出することは承認された。コロナの感染

状況をふまえて、当日参加するかどうかは決定

する。 

８．みどりのクリスマス会について 

   コロナの状況にもよるが、今のところ、予定通

り 12/18（日）18：30～KKR ホテルで開催す

る。 

  政岡交流担当にリードしてもらい、段取りや

準備に全員で取り組む。初参加の家族も多いた

め、楽しく開催したい。来週より、随時出欠を

確認していく。 

 ９．その他 

 辻会員の件は、実質上退会扱い。下半期の会

費請求を行うため、11 月末で会員数を 20 名か

ら 19 名とする予定。 

  定款第四条資料の新たな資料送付の件は保

留。ロータリーの友の編集長よりお手紙を頂

き、山片会員にも転送する予定。手紙の内容は

かなり的を得ていると思われる。来月の理事会

でも再度議案として出す予定。 

  

 

                             

会長 田村嘉宏君 

1 英国の首相 マーガレット・サッチャーについ

て 

自伝の映画  認知症の彼女の姿を描きつつ回想

場面が彼女の人生の歩みを描く。 

食料品店の娘からオックスフォード大学を卒業し

国会議員になる。フォークランド紛争、民営化への 

会 長 の時 間 （11/1７） 

 



 

 

組合の反対運動などに対応。 

印象に残った言葉 認知症と診断される時に話した言

葉 

〇考えが言葉になる、言葉はやがて行動になり、そ

して、習慣になる。習慣が人格になり人格が運命に

なる 

 言葉がいかに大切かということを実感する言葉 

2 福井での講演会から 共産主義国への批判 

〇民主主義国同士はかって戦ったことがない。〇

市場経済、政治的自由、経済的自由、言論の自由、

各人が決定することができる、選挙で選ばれる

〇政府が法律により裁判所に裁かれる〇ゴルバ

チョフさんを高く評価しており、彼が大統領に

なる前に英国へ招く。英国の豊かさを彼は見て

ソ連の貧しさについて気付く。 

3 共産主義とは   

財産の私有を否定し生産手段・生産物などすべ

ての財産を共有することにより、貧富のない社

会を実現しようとする思想・運動 →  資本

主義国での貧富の差の拡大 

〇 ８７歳の生涯を閉じた英国元首相マーガレ

ット・サッチャー。不況にあえぐ英国社会を

立て直した功績を讃えられると同時に、強硬

すぎる政策への批判も受けたその足跡をたど

る。 

サッチャーが政治の世界でキャリアをスター

トさせたのは１９５９年。すぐに頭角を現

し、１９７０年に保守党が政権につくと教育

科学相として初入閣。その後、ストライキの

慢性化と経済の停滞で保守党は政権を追われ

るが、サッチャーは７５年の党首選に出馬。

大方の予想を覆して当選した。そして１９７

９年の総選挙で保守党が勝利し、ついに首相

の座に就いたその朝、サッチャーが取材陣に

語ったのは父親への感謝だった。食料雑貨店

を営み、地元の政治家でもあった父。「質素

倹約、自己責任、自助努力」を家訓とした彼

に多くを学んだと常に語っていた。 

就任後は経済の立て直しのために公的支出を

劇的に削減し、政治の市場介入を抑制。結

果、インフレが進み、企業の倒産で失業者が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例会担当委員会 

（11/17） 

＊例会出席者全員からニコニコ頂きました。 
 

本日合計 8,000円  今年度累計 172,000円 

 

 

 

ニコニコ箱の報告 

あふれ、わずか２年でサッチャーは史上最悪の

嫌われ者の首相となる。しかし報道や世論調査

での不人気など意に介さず、信念を曲げること

はなかった。 

２期目。サッチャーはさらに急進的な経済改革

を断行。１９８４年、炭鉱労働組合との全面対

決を経て大量の鉱山を閉鎖、２３万人が職を失

う結果となった。この政策はイギリスの基幹産

業を壊滅させ、社会に大きな傷を残す過ちだっ

たと、今も厳しく批判を受けている。 

それでも、１９８０年代半ばにはサッチャーの

改革は結果を出し始めていた。多くの国有企業

が民営化されて近代化が進み、また規制緩和に

よりロンドンは金融界の表舞台に返り咲く。そ

して外交でもアメリカのレーガン大統領やソビ

エトのゴルバチョフ書記長との関係を深め、冷

戦の終結に貢献したのだった。 

３期目になると、人頭税の提唱と欧州統合への

懐疑的な姿勢が国民と財界の強い反発を受け、

党内での求心力を失っていく。１９９０年の党

首選で十分な支持を得られなかったサッチャー

は、最後は夫デニスに諭されて辞任を決意し

た。サッチャー政権の１１年間がイギリス社会

を大きく変えたことは間違いないが、その評価

は今も大きく分かれる。それでも、「“欧州の

病人”と言われ崩壊の危機にあったイギリス

を、再び強い国に立ち返らせた功績は賞賛に値

する」とキャメロン元首相は締めくくる。        

 

 

 

(参考 NHKBSドキュメンタリー) 
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日 時 ： 2022 年 12 月 16 日㈮、17 日㈯ 

場 所 ： リーガロイヤルホテル大阪 

       グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 

第 1 日目（12/16㈮） 

13：30 開会式 

14：45 分科会Ⅰ 会長・幹事部門 

15：00 分科会Ⅱ ロータリー財団部門 

15：00 分科会Ⅲ 職業奉仕部門 

16：45 大阪のロータリー100 年の歩み 

18：00 大阪のロータリー100 周年記念晩餐会 

 

 

 

 


