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2015～16年度 理事・役員 

会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

 
 

 

第１９９７回 例会  於：くずはゴルフ場 

次回は 

 

夜間例会 

４月２７日（水）  

18:00～ひらかた仙亭 

 ＊3分間スピーチ 

   山本一郎 会員 

 ＊奉仕活動奨励褒章授賞式 

 ＊受賞者活動報告  

  
  

 

 ５月 ４日（水） 

祝日により休会 

 

 

５月１１日（水） 

１２：５０～ 

 ＊3分間スピーチ 

   白井博巳会員 

 ＊卓話「月間に因んで」 

   粟津直晶 委員長 

 ＊定例理事会 

本日の歌♪ 

「四つのテスト」 

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月 母子の健康月間 

例会プログラム   

 

・開会の点鐘 

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

  「四つのテスト」 

・お客様紹介 

 ・会長の時間 

・ローターアクトPR 

 枚方RCﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長  

       家高 健志 様      

 RI第2660地区ﾛー ﾀー ｱｸﾄ代表  

         白川 史人 様 

・幹事報告 

・委員会報告  

 出席状況報告ほか 

・次年度地区協議会報告 

 地区協議会報告 

 上山芳次会長エレクト 

 三木   彰（次）幹事 

 田中一眞（次）SAA 

 畠仲   聡 (次)クラブ奉仕委員長 

 稲田義治 （次）職業奉仕委員長 

 川島吉博 （次）社会奉仕委員長 

 原  正和 （次）青少年奉仕委員長 

 源本将人 （次）国際奉仕委員長 

 岩本昌治 （次）クラブ研修委員長 

 田中商人 （次）ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 

 久保    勉 （次）米山奨学委員長 

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会の点鐘  

・本日の会合 

＜被選理事会＞13:35～ 

 上山、小北、畠仲、山口尚志 

 三木、田中一眞、髙島、川島 

  源本、原、稲田、白井、中野 

   2000回記念例会のお知らせ 

201６年５月２１日（土） 

 17:30受付 18:00開会 ひらから仙亭 

 １部：講演 がんこフーズ㈱代表取締役 東川浩之様 

 ２部：食事会・懇親会 

※出欠のお返事は5月11日までに事務局までお願いします 



「会長の時間」 
 

 皆さんこんにちは。 

本日は現新ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会になります。本年度立野ガバナーは地

区の在り方について無駄を省き将来のために変革を唱えられています。今後は少しずつ地区

も変わってくると思いますので、岩本ガバナー補佐にはその辺のこともお話頂きたくよろしくお

願い致します。また、私は会長・幹事会、大東中央RCの創立20周年記念式典でお会いできま

すが、我がクラブにお越しいただくのは最後になると思います。一年間大変お世話になり、あり

がとうございました。富永ガバナー補佐エレクトには、来年度お世話になりますが抱負などよろ

しくお願い致します。 

 そして、理事・役員の方々には本年度事業の経過や実績、地区へ行っていただいている方々には地区委員会の

報告をしていただきます。最後にもう随分準備されている上山会長エレクトに、次年度へ向けての熱い想いをお話

いただき、有意義なクラブ協議会になりますようよろしくお願い致します。 

 

「3分間スピーチ」  原 正和 会員 

 

 

 みなさん新聞報道などでご存知のことと思いますが、「パナマ文書」とは、パナマの「モサック・

フォンセカ」法律事務所から流出した約1100万件以上にのぼるe-mailやPDFファイル等の私的

な機密文書のことです。英語では、panama papersと言います。 

 この文書には、タックスヘイブン（租税回避地）に設立された法人等を利用している顧客に関

する情報が記載されているようです。これほどまで世間を騒がせているのは、そのような顧客の

中に、有名な政治家や著名人に関係する人物が数多く含まれているからです。ロシアのプー

チン大統領、中国の習近平国家主席、イギリスのキャメロン首相、プロサッカー選手のメッシ選

手などの名前が挙げられています。日本では警備会社のセコムの名前が挙がっているようです。今年の5月に、企

業や個人のリストが国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）から公表される予定とのことです。 

 そもそも法律事務所からこのような機密文書が漏れたことに驚きました。法律事務所は、どの国であっても、顧客

に対する高度の守秘義務を負っています。顧客も、弁護士がそのような守秘義務を負っているからこそ、自らの秘

密を開示するのであり、今回のように秘密が暴露されたのではたまったものではありません。モサック・フォンセカに

よれば、パナマ文書はハッキング被害にあったものだと主張しているようですが、仮にそうであったとしても、文書管

理がずさんであったとして、顧客から相当額の賠償請求をされるおそれが高いと思われます。 

 タックスヘイブンは、脱税、マネーロンダリング（資金洗浄）、収賄などに利用されていると言われています。脱税と

は、本来であれば自国において課税対象になる収益を、税率がゼロか極端に低い国、すなわちタックスヘイブン

に移し、課税を免れることです。タックスヘイブン、具体的には、カリブ海にあるイギリス領バージンアイランド、ケイ

マン諸島、バハマ、そしてパナマなどに法人を設立し、そこに自国での収益を移転することで、税務当局が当該企

業の収益を捕捉しにくくしているわけです。 

 また、タックスヘイブンに設立された法人は、株主や役員が誰であるかが分からないなど、その実態が第三者から

は極めて分かりにくい法制度になっています。そのため、犯罪収益などをタックスヘイブンに移すことで、マネーロ

ンダリングが行われています。私も、弁護士として、あるマネーロンダリング事件で利用されたケイマン諸島等に設

立された法人の実態を調査しようと試みましたが、結局、当該法人の株主などの情報は一切明らかにできませんで

した。これまで、タックスヘイブンを利用した様々な違法行為は、国家主権の問題が絡むため、なかなか追及でき

なかったわけですが、今回のパナマ文書問題を受けて、国際社会が協力して、タックスヘイブン問題という、この不

正で不公平な問題に取り組んでくれることを期待しております。 

小北英夫 会長 

 

原正和会員 

 



出席者：   

(敬称略）     

【第10回定例理事会報告】 20１６年４月１３日開催 

＊報告事項   ①3月会計報告 地区協議会分担金・春のライラ登録費・例会費等 合計 ￥1,055,145- 

         ②2000回例会講師について がんこフーズ㈱代表取締役 東川浩之氏                       

         ③春季家族例会収支報告 

＊協議事項   ①ﾛｰﾀﾘｰ旗・国旗・のぼり購入の件 ロゴの変更等により購入                      可決承認 

＊審議事項   ①新会員2名候補者の件                                                可決承認                         

                    ②奉仕活動奨励褒賞受賞者選出の件  

                      団体「みんなでつくる学校とれぶりんか」 個人賞梅原知子氏（0円子ども食堂代表）         可決承認  

                    ③新旧合同理事会開催の件   6月8日 18時～ 大屋                          可決承認 

                    ④第4回会員研修会の件 5月25日(水)12:20～開会                            可決承認 

＊追認事項  ①山中会員お見舞いの件                                               承認 

  

新旧ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐とのクラブ協議会 

○委員長・SAA・地区委員より報告 

＊クラブ奉仕    山口尚志副会長  ＊社会奉仕 源本将人 理事  ＊職業奉仕 橘喜久夫 理事 

＊青少年奉仕  粟津直晶 理事  ＊長期計画 岩本昌治 理事  ＊S.A.A     稲田義治 SAA 

＊国際奉仕   米田 勉  幹事（代理）       

＊地区災害支援  初木賢司地区委員   ＊地区職業奉仕  林宏毅地区委員  
 

 

○地区災害支援委員会  初木賢司 地区委員 

 

 当委員会は、2011年の東日本大震災の直後の2011－2012年度岡部PGを委員長として、ガバナー、ガバナーN、ガバナー

ND、地区代表幹事、社会奉仕委員長、R財団委員長、一部の研修委員会委員等により構成され、設置されました。私は、

2012－2013年度より当時社会奉仕委員長として参画し本年で3年が経過しました。当時は、復興義援金の申請審査や今後の

委員会の在り方について検討を重ねました。翌年からは、国際奉仕委員長をも交え世界で起こる災害についても災害支援委

員会のかかわりについて検討を行ってきました。 

 今後、近い将来起こりうるであろう東南海地震や、東日本大震災規模の災害が発生した場合に備えて毎年会員一人いくらと

いった形での災害基金の積み立てを行うべきか、その都度募金にするのかが大きな課題でありましたが、二転三転の末その

都度募金の形で行こうと昨年度に決定しました。甚大な災害が発生した場合は、ガバナーの名により、地区基金の取り崩しに

より一時的な義捐金とする旨が決まっており、当委員会の存続についも、東日本大震災の復興支援も落ち着きを見せ始め、

委員会解散の声も出始めましたが、その直後に、フィリピンのサイクロン、広島の豪雨災害、バヌアツのサイクロン、 

ネパールの地震、日光鬼怒川流域の東日本水害等が発生し、災害支援委員会と各奉仕委員会との連名による義援金のお

願いをして参りましたが・・・・・・。  

＊本年度GとGNの意思決定により 

 本年度をもって、災害支援委員会は解散と決まりました。しかし、世界各地では自然災害が多発しております。今後は、国内

での災害には社会奉仕委員会、海外での災害には国際奉仕委員会が主となり義捐金のお願いを実施することとなりますが、

各クラブに於かれましては、被災地への災害支援のための年間基金を確保していただき、被災地への速やかなる対応にご尽

力いただきたいと災害支援委員会一同は思っております。 

＊この一年の結果報告として 

 ・昨年平成27年3月13日発生 バヌアツサイクロン 

   バヌアツ共和国 ポートビラRCへ送金   \ 43,247,181円 

        5つの小学校へのウォータタンクの設置 レナケル病院の屋根修復工事に使用 

 ・昨年平成27年4月25日発生 ネパール地震災害 

    RI 3292地区へ送金     \ 4,976,112 円  耐久ローコスト住宅の建設の一部に充当  一戸当たり 3000～5000 USD 

 ・昨年平成27年9月 発生 日光鬼怒川流域の東日本水害 

    RI 2820 地区へ送金  \ 4,226,763 円    2820地区より  水海道RCへ 復旧復興の援助として使用  

  その他詳細については、G月信を参照願います。 



201６年 ４月 

日 月 火 水 木 金 土 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

   １２：５０例会    

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

  会長幹事会 18:00夜間例        

ひらかた仙亭 

   

５/１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

  憲法記念日 みどりの日 子どもの日   

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 

樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 072-855-5125 FAX 072-855-5180 
Email: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊皆様の健康長寿を祈っています 

＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐岩本静江様、 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ富永良太様を迎えて 

       今中七郎 

 

       吾郷泰廣 

＜結果＞(敬称略)       ｱｳﾄ ｲﾝ ｸﾞﾛｽ HDCP  NET 

 優勝 岩本昌治 会員   55  43   98  26.4   71.6      

 2 位 小北英夫 会員   40    42     82    9.6     72.4  

 3 位 藤田典史 会員   43    43     86   12.0    74.0  

 4 位 五十嵐健 会員   46    44     90   15.6    74.4 

 5 位 山中  卓 会員   58    51    109  33.6    75.4 

第2０回枚方RC・くずはRCゴルフコンペ報告 

 去る4月16日(土)恒例の枚方RC・くずはRC親睦ゴルフ

コンペが交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部で開催。今回は20回記念大

会という事で団体戦も復活し「田邉会長VS小北会長 負

けられない熱い戦い」となりました。プレー後の懇親会で

は和気藹々の中、親睦が深められていました。 

ニコニコ箱 合計 \13, 000 累計 \917,010 

○本日の配布物 

①4月20日週報 

○本日の回覧物 

①4月27日（水）夜間例会出欠表 

 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

4/16 社会奉仕新旧委員長会議木﨑、粟津、源本、川島 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

5/13 職業奉仕新旧委員長会議         林、橘、稲田  

5/21 規定審議会報告・IＭ編成説明会 上山、三木、原田 

5/21 青少年奉仕新旧正副委員長会議  粟津、原、多田 
  団体戦は僅差でくずはRCが勝利！  小北会長 ｶﾞｯﾂﾎﾟｰｽﾞ！ 

第19９６回早朝例会出席報告（４月１３日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 38名 66.67％ 

お客様 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  岩本静江 様(大東中央)   

    ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ 富永良太 様(門 真） 

第1993回 例会補正後出席率 82.76％ 

   メーク 16名 欠席 10名  除外 1名 


