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9月15日

通算1972回

◎本日出席者 ５５名

◎本日出席率８８．７０％

9月1日

通算1970回の修正

◎出席率 ９４．９１％

◎補填前欠席者 ４名

◎欠席補填者 １名

2020-21年度 第2650地区ガバナーのプロフィール

氏 名 松原 六郎 (まつばら ろくろう)
（福井フェニックス ロータリークラブ）

生年月日 1951年(昭和26年)6月26日生
最終学歴 1983年3月 金沢大学 大学院 卒業
職 業 公益財団法人 松原病院 （代表理事）
職業分類 脳神経科

＜ロータリー歴＞
【クラブ関係】
1993年1月26日 福井フェニックスロータリークラブ入会
1997-98年度 国際奉仕委員長
1998-99年度 社会奉仕委員長
2003-04年度 会長
2012年9月15日 ＩＭ実行委員長
【地区関係】
2001-02年度 地区世界社会奉仕委員長
2002-03年度 地区ポリオ撲滅募金キャンペーン委員会委員長
2005-08年度 ガバナー補佐
2011-12年度 地区研修委員会副委員長・東日本災害復興支援特別

委員会委員
【その他】
ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター、ポールハリスソサ
エティ
【その他 受賞歴】
1999年3月 レイシーＲＩ会長賞受賞(大阪合同地区大会にて)
2002年4月 ＲＩ会長賞受賞「ポリオのない世界を目指す地域

奉仕賞」（ルイス・ビンセント・ジアイＲＩ会長）
2006年4月 拡大功労賞受賞（ガバナー賞）
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会長の時間

多田会長

皆さん、こんばんは。今日は国籍の話をしたい
と思います。9月12日（日本時間13日）全米オー
プンで2年ぶり2度目の優勝を果たした大坂なおみ
選手は、1997年10月大阪市で、日本人の母親と、
ハイチ系アメリカ人の父親との間に生まれました。
大坂なおみ選手は、出生の時に母親が日本人であ
るので日本国籍を取得し、父親がアメリカ人なの
で、米国籍の取得に関する法律により出生時にア
メリカ国籍も取得した二重国籍者でした。日本の
場合、国籍法で日本の国籍と外国の国籍を有する
二重国籍者は、22歳までに、いずれかの国籍を選
択する必要があります。大坂なおみ選手は、日本

国国籍を取得するために、22歳に達する2019年10月に、日本国籍を選択する手続きを行
い、その結果、米国国籍を放棄しました。

国籍とはどういうものかと言いますと、個人が特定の国家の構成員であることを意味
します。国籍のもつ機能の一として外交的保護の権利があります。これは、外国におい
て自国民が身体や財産を侵害され、損害を受けた場合に、当該国に対して外交的手続を
通じて適切な救済を求める国家の権利です。国が外交的保護権を行使するためには、第1
に被害者が自国の国籍を継続して保有していること (国籍継続の原則)、第2に被害者が
当該国において利用しうる国内的救済手段を尽していること (国内的救済の原則) の要
件を備えている事が必要です。皆さん、パスポートをお持ちですよね。パスポートの記
載に「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保
護救済を与えられるよう、関係の諸官に要請する。日本国外務大臣」という記載があり
ます。これが最初に申し上げました国の外交的保護権の内容であります。
続きまして大坂なおみ選手は、7枚のマスク一つ一つに、警察による暴力の犠牲者の名

前を綴り、黒人に対する人種差別と警察による暴力に抗議の姿勢を示しました。
また、昨日「ヘイトスピーチ」で京都の朝鮮学校の名誉を傷つけたとされる男に対し、
大阪高裁は１審の大阪地裁の罰金の有罪判決を支持し、控訴を棄却しました。国籍が
「差別」に繋がらないように注意するように心がけたいものです。皆さまも、どうぞよ
ろしくお願い致します。以上です。

本日のお客様

能澤 直也 君（地区ロータリー財団奨学生）
敖 燕嬌 さん（ゴウ エンキョウ）（米山奨学生）

＜職 歴＞
1977年4月 金沢大学医学部附属病院 神経科精神科勤務
1983年4月 福井医科大学医学部 神経精神医学教室 講師
1992年5月 公益財団法人 松原病院 代表理事 現在に至る
2000年11月 医療法人 福井心のクリニック 理事長 現在に至る
【団体職】
公益社団法人日本精神科病院協会 理事
公益社団法人日本精神神経学会 代議員
日本航空宇宙精神神経学会 事務総長
公益社団法人福井被害者支援センター 理事長
認知症の人と家族の会福井県支部 支部代表
福井県精神科病院・診療所協会 会長
更生保護法人福井福田会 理事
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ガバナー補佐挨拶

武藤ガバナー補佐

皆さん、こんばんは。再来週はガバナー公式訪問という
事で、まだまだと思っておりましたが、すぐに迫ってまい
りました。今回のガバナー公式訪問は、ガバナーがこのコ
ロナ禍の中で大変気遣いをされ、どんどん、どんどんルー
ルが変わって行きまして、本当はガバナーのご意向として
は、皆さんにお会いしてガバナーアドレスを皆さんにお伝
えしたい。でも、それが叶わなければ、例えばメッセージ
をリモートでしても良いよという事で、ビデオを作ってお
られまして私の手元にきてます。各クラブの意向に沿って

やりますよという事で、私共のクラブではお見え頂いてという選択を頂きましたので、2
9日にお見えになります。ガバナーは福井県の方なんですけれども、一切、公共機関を使
わないという事で車で来られます。それと、いつもですとガバナーには随行される方が
一人とか二人ついて来られるんですけども、今回、数が増えるとそれだけ感染リスクが
高くなるという事で、各クラブにはお一人でお見えになるという事です。行く前にはPCR
検査を必ずするとおっしゃっておられます。それと、どこのクラブでも食事はメンバー
の方とは一緒にとらない、自分だけ別の部屋にさせて下さい言われております。、これ
は、かからないという事ではなくて自分が色んな所に回って行って、ロータリアンにう
つしたら申し訳ないという考えでおっしゃっておられます。色々とこのコロナ禍、異例
ずくめなんですけども、ある意味印象に残るガバナー公式訪問になるんではないかと思っ
ております。今日はこの後、その為のクラブアッセンブリーがありますが、私共は非常
に若い方含め沢山の方にお入り頂きましたので、この機会にぜひ自分のクラブはどうい
うクラブなのか知って頂く、良い機会ではないかなと思っております。できるだけ有意
義な時間になれば良いかなと思っておりますので、今日はどうぞ、よろしくお願い致し
ます。どうも、ありがとうございました。

米山奨学金授与

委員会報告

吉田副委員長（親睦活動委員会）
第1回家族親睦例会、第1回親睦ゴルフの件

親睦委員会の吉田です。先日の第1回家族親睦例会に多数出
席頂きまして、ありがとうございました。沢山来て頂きたい
けど沢山集まれないという矛盾した状況の中でしたので、な
かなかやりたい事とできる事のすり合わせが難しかった部分
もあるのですが、皆さんのご協力の元、つつがなく終えるこ
とができました。12月に第2回家族親睦例会をJWマリオットさ
んで開催しますので、企画はもう練り始めておりますので皆
さん楽しみにしてください。続きまして、直近の行事です。9

月24日に第1回親睦ゴルフコンペを開催いたします。集合時間は8時30分で飛鳥カンツリー
倶楽部です。ゴルフ終了後、物集女の方で懇親会を開催します。コンペに参加されない
方も懇親会から参加して頂いて結構ですので多数のご参加いただけますよう、よろしく
お願いします。ありがとうございました。
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宮西委員長（職業奉仕委員会）
横断歩行者保護宣言事業所の証の件

こんばんは。職業奉仕委員会の方からご案内させて頂きま
す。今年度、植村奉仕プロジェクト委員長の方から前回もご
説明頂いたんですけども、奉仕プロジェクト委員会の全体の
事業として横断歩行者保護宣言事業所の証を状差しに入れさ
せて頂いております。ぜひ、会社の方にお貼りいただいて横
断歩道だけの話しじゃなく、これを意識して頂くと相対的に
運転速度もゆっくりになるのかなと、ぜひ安全運転を皆さん
と共有できればなと思います。それと、マグネット式のステッ

カーもある程度の数は頂いてるんですけども、これはいささか大きく下の方に交通安全
協会と書いてあります。これを職業奉仕委員会の方で独自のステッカーを作り、これよ
りワンサイズ小さくするんですが奈良大宮ロータリークラブと入った分ですね。また、
これを作って皆さんにお配りしたいと思います。以上です。

髙野副会長
第1回情報集会の件

こんばんは。本日、状差しの方に第1回情報集会の班別表を
入れております。今年度から裏の方にも注意事項を入れまし
た。まずは、10月14日に第8班の三笠で行う分ですが、こちら
は送迎の関係で18時15分開会、それ以外の所は18時開会でお
願い致します。いつもの事ながら班長さん、副班長さんには
お手数をお掛けしますけども、よろしくお願いします。
今年度から変わったことは、まずは会費が1万円まで値上げさ
せて頂きました。それと、新型コロナウイルスの感染症の関
係で密を避けなければいけない。メンバー数が増えて、それ

以上に飲食店をしておられるメンバーも増えまして、このような班別にさせて頂きまし
た。蜜を避ける目的もありますのでご都合がつかない場合を除いて、この指定された会
場でご参加いただきたいと思います。よろしくお願い致します。

幹事報告

回覧
・クラブ協議会出席依頼
・ガバナー公式訪問案内
状差し
・ハイライトよねやま「風の便り」
その他
・9月22日例会休会案内

講師紹介

髙野前年度委員長（奉仕プロジェクト委員会）

改めまして、こんばんは。先週、能澤君のことはご紹介さ
せて頂きましたので、それと重複することは避けたいと思い
ますけども、今月の22日にイギリスの方に旅立たれます。奨
学金もアメリカの方から入金して頂きまして、後は一生懸命
勉強して帰ってきて頂きたいと、今彼に言ってますのは月に1
回レポートを送ってほしいと言うてまして、そちらで皆さん
の方に状況をお伝えすることができると思います。それでは
卓話、よろしくお願いします。
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卓 話

能澤 直也 君 地区ロータリー財団奨学生
テーマ「サセックス大学院留学に向けての抱負と将来への決意」

2020-21年度ロータリー財団グローバル補助金奨学生として、
2020年9月からイギリスのサセックス大学大学院に進学します、
能澤直也と申します。何よりもまずお伝えしたいことが一つ
あります。現在のようなコロナ禍と言われる難しい状況下で、
派遣ロータリークラブとして私のイギリス大学院留学をサポー
トしていただけること、本当にありがとうございます。奈良
大宮ロータリークラブの皆様の存在がなければ、この留学は
実現が難しかったと思っています。大変感謝しております。

今回、ここで皆様にお伝えしたいことは大きく分けて2つあ
ります。一つ目は、私の将来の夢や自己紹介など自分に関し
ての話。二つ目は、サセックス大学での留学を通じて学びた
いことなどの大学院についての話です。今回の卓話の機会を
いただいた時からずっと何を話そうか考えていたのですが、
奨学生として送り出していただく上で、まずは奈良大宮ロー
タリークラブの皆様に私に関して知っていただきたいと思い、
一つ目の話に少しフォーカスしながら進めていきます。

改めまして、名前は能澤直也といいます。京都で生まれ育
ち、去年2019年9月に同志社大学を卒業しました。私には将来の夢があります。それは、
「生まれた国や性別、障害の有無などの自分では変えられない要因に関わらず、人々が
自らの未来を切り開くチャンスのある世界にすること」です。すごく壮大に聞こえるか
もしれませんが、そのような世界に少しでも近づいていけるよう人生をかけて貢献した
いと思っています。この夢を持つようになったきっかけ、それは自らの家庭環境とカン
ボジアでの出会いがあります。私は父が幼い頃に他界し母子家庭で育ちました。また家
族には先天的な心疾患などの障害があるメンバーがおります。なので、家庭環境や障害
などの変えようのない要因が、いかにその人の未来のチャンスを狭めてしまう力がこの
社会にあるのかを感じて育ってきました。またそれらは、カンボジアで見た貧困の中で
も同じでした。カンボジアでは18歳でまだ小学校を卒業していない女の子や発話障害が
ありながらサポートを受けられず孤立している男の子に出会いました。世界にはこのよ
うな現状があると私は知っているので、見て見ぬふりをせず、それらを少しでも解消し
たいと思っています。それが私の夢の実現につながると信じています。
そして、その夢の実現に向けた一歩として、2020年9月からサセックス大学大学院開発

学研究所(IDS)というところに進学します。サセックス大学、特にIDSは貧困をはじめと
した、特に途上国における社会課題を研究する開発学という学問では世界トップクラス
の機関です。そこで、貧困や開発学に関する知識の深化はもちろん、より良い世界の実
現に貢献するためにどのようなキャリアを歩んでいきたいかを考え尽くしたいと思って
います。サセックス大学のIDSには、私と同じような志を持つ方々が世界中から集まりま
す。そのような恵まれた環境で思う存分議論し、勉強する大学院生活を通じて、将来少
しでもより良い世界の創造に貢献できる人材になれるよう成長して、また皆様のもとに
帰って来たいと思います。本日はご清聴、ありがとうございました。

能澤君、ありがとうございました。頑張ってください！！
（詳しくはホームページ動画をご覧ください。）

謝 辞

多田会長

能澤さん、大変貴重なロータリーの奉仕の精神に通ずるお
話をして頂き、本当にありがとうございました。1年後に一回
り大きく成長されて日本に戻ってきて頂き、この場で卓話を
して頂ければありがたいなと思ってます。期待していますの
で、よろしくお願いします。
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クラブ討論会

ニコニコ箱 本日計 47,000円 累計 569,000円

多田 実 君 武藤ガバナー補佐様。本日のクラブ協議会宜しくご指導お願い致します。
武藤廣茂 君 本日、自クラブのアッセンブリー、少しやりずらいですが意義ある時間

になります様、よろしくお願い致します。
髙野 治 君 能澤君、本日の卓話宜しくお願いします。1年間元気で頑張って下さい。
水野憲治 君 能澤さん、本日は卓話宜しくお願いします。それから本日は例会後、ク

ラブ協議会です。各委員長の皆様、ご負担をおかけしますが宜しくお願
いします。

飯田二昭 君 結婚記念日のお祝い有難うございました。54回目の記念日です。幸運に
感謝しています。

佐川 肇 君 先週の家族例会欠席のおわびに。
堀内眞治 君 第1回家族親睦例会に多数のご参加、有難う御座います。

次回もお楽しみに。
増井義久 君 能澤直也さん、グローバル補助金奨学生おめでとうございます。本日の

卓話楽しみにしています。
吉田英正 君 今回は能澤さんの卓話、たのしみにしております。
ニコニコ協力 井口善弘 君 石野捨雄 君 城田真平 君 西村甲児 君

矢追家麻呂君 渡邊あきの君

●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈奈良西ロータリークラブ〉９月３日（木）より例会再会
10月29日 （木）定款細則8-1-Cによる休会
※ビジター受付は行いません。
〈奈良東ロータリークラブ〉
9月中の全例会 定款第7条第1節dによる休会
※ビジター受付は行いません。
〈やまと西和ロータリークラブ〉
10月6日 （火）会員のみ例会
10月13日（火）定款第8条第1節-Cによる休会
10月20日（火）会員のみ例会
10月27日（火）定款第8条第1節-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。
〈やまとまほろばロータリークラブ〉
10月1日 （木）例会場所変更（まほろばセンター 交流室第4・第5 ）

（食事は無しで、お持ち帰り弁当対応といたします。）
※ビジター受付は行いません。

今後の予定

10月 6日 クラブ討論会②（国際奉仕委員会担当）
10月13日 卓話 10月20日 卓話 10月27日 卓話


