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四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
言行はこれに照らしてから
1. 『真実』かどうか
2. みんなに『公平』か
3. 『好意』と『友情』を深めるか
4. みんなの『ため』になるかどうか

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3. ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。
第 1235 回例会報告 （6 月 1 日）

＜本日のプログラム＞
第 1236 回例会／2011 年 6 月 8 日
本日の挨拶
「ありがとう」（日本語）
標

■司会進行

SAA 横山会員

■ロータリー・ソング

SAA 村角会員

■来賓紹介

語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」
「地域を育み 大陸をつなぐ」

本日の卓話ゲスト
公開卓話ご招待ゲスト

弁護士 中尾 巧 先生
小林様・佐賀様・田中様
寺見様・土居様・藤田様
正森様・吉田様
（五十音順）

■出席者報告
第 1234 回例会

SAA 横山会員
2011 年 5 月 25 日

ロータリーソング 「それでこそロータリー｣
どこであっても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おう
それでこそ ローローロータリー
卓

話

「東日本大震災被災地
支援活動内容意見交換会」

「地域を育み、大陸をつなぐ」

－1－

SAA 松本（圭）会員

会員数 37 名
出席率 72.97％
出席数 26 名
欠席数 10 名
出席免除会員数 1 名
第 1233 回例会（5/18）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 81.08%
5/14 生尾会員
5/14 松本（正）会員
5/14 村角会員
2010～11 年度

国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

新大阪ロータリークラブ

■会長の時間

村木

茂

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原、鋳方、北野、浜、村角、山本各会員
本日の合計
今年度累計

米

6,000 円
201,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原、鋳方、北野、浜、村角、山本各会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

村木会長と６月誕生月の川内、浜、大石各会員

本日は、当クラブの公開卓話の日ということで８名のゲスト
の方々にご出席いただいております。有難うございます。
十分にお楽しみいただきたいと思います。
そして、今後も又、卓話を聞きたいなぁ、あるいは例会に
出席してみようかなぁと思われましたら、いつでもお越しい
ただきたいと思います。
当クラブはいつでも大歓迎です。
４月の中頃から５月の中頃までの約１ヶ月入院したのです
が、入院するまで、１ヶ月に１回の割合で池田カントリーで
大学の同級生とゴルフをしておりました。その内の１人が本
日卓話をお願いしています中尾さんです。ちなみに中尾さ
んの奥さんも我々の同級生です。今日は、推薦者の松川
会員がお休みなので、同級生の私の方から中尾さんを御
紹介させていただきます。と申しましても、もう皆様に中尾
さんの経歴が記載された書面をお渡ししておりますので、
つけ加えることはあまりありません。
今日は、中尾さんが検事時代に担当した切ったはった等
の自慢のお手柄の事件ではなく、平成１２年からの２年間
勤められた入国管理局局長時代のお話をされるとのこと。
ここから中尾さんの謙虚さ、すがすがしさ、そして、逆に人
間としての、男としてのすごさを感じます。多分、入国管理
局のトップの時に、国会での答弁、官僚との打合せ等、か
なり充実感、達成感、あるいは御苦労や思い入れがあった
のかも知れませんね。きっと、皆さんの興味を引くお話をさ
れると思います。皆さん、期待していただきたいと思いま
す。
では、中尾さん、後ほどの卓話、宜しくお願いします。
■東日本大震災義援金報告

６月１日 ４１，０００円

３月１６日～６月１日累計 ８１６，３７０円

「地域を育み、大陸をつなぐ」

6,000 円
203,000 円
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■SAA
井内会員
鋳方会員

大石会員
北野会員
中川会員
花原会員

浜 会員
村木会長
村角会員
安井幹事
山本会員
吉田会員

■幹事報告

報

告

中川 会員
月初にて。
震災を受けた仙台の友人が来ました。
改めて大変だった事を知りました。少
しでもお役にたちたいと思います。
この度、会社の社長から会長になりま
した。これもロータリーのお蔭です。
3 日の出前授業、おねがいします。
中尾先生をお迎えして。ゲストとして
藤田さんをお招きしました。
中尾先生を迎えて!!今日の卓話楽し
みにしています。ゲストの田中宏様を
お招きしました。
古希を迎えました。
中尾さん、本日の卓話宜しくお願い
します。
中尾先生、本日は卓話宜しくお願い
致します。
６月になりました。今期も後１ヶ月で
す。幹事ラストスパート頑張ります。
恙なく一ヶ月が過ぎました。
井高野ゴルフセンターの吉田さんお
忙しいのにようこそいらっしゃいまし
た。
幹事 安井 一男

1. 東淀川市民日報に、5/14（土）実施しました「ひった
くり防止キャンペーン」の記事が掲載されました。
2. 東日本大震災への義援金累計報告、週報に毎週
掲載しておりますのでご覧下さい。
目標の 20000 ドル（170 万円）にまだ足りません。
30000 円程度のご寄付をお願いします。
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3. 幹事が週報に寄稿をしました、「3 大奉仕クラブの概
要」についての説明

卓

話

「我が国の入管行政について」
元大阪高検検事長
弁護士 中尾 巧 先生

５． 外国人登録者
１８９カ国平成２１年末現在 ２１８万６１２１人
①中国
６８万０５１８人（３１．１％）H19 迄 2 位
②韓国・朝鮮 ５７万８４９５人（２６．５％）H19 迄 1 位
③ブラジル
２０万７４５６人（１２．２％）
昭和５９年現在 ８４万１８３１人
韓国・朝鮮
６８万人(８０．８％)

６． ９．１１アメリカ同時多発テロと入管 （次の機会に）

７． おわりに

１． はじめに
２． 外国人は毎年日本に何人入国するのか。
９４４万３６９６人（平成２２年）
①韓国 ２６８万人（２８．５％）
②中国 １６６万人（１７．６％）
③台湾 １３１万人（１３．９％）
④アメリカ ７６万人（ ８．０％）

３． どこから入国するのか。
空港 ２９（９３％）
海港 １２６（ ７％）
仁川空港との比較（平成２２年）
外国人入国者数 自国民出国者数
仁川空港
約５５９万人
約９６１万人
成田空港
約４２０万人
約８７１万人
関西空港
約１７５万人
約３３５万人

４． 日本の入管体制は大丈夫か
日本
２５４１人（H.12） 法務省入国管理局
『香港並みの 5000 人に』・・・H22 には 3714 人に
アメリカ ２万８７００人
司法省移民局
ドイツ
３万９０００人
連邦国境警備隊
フランス
６７００人
外務省移民管理局
イギリス
８２００人
内務省入国管理局
香港
５６００人
保安局入境処
韓国
１４００人
法務部出入国管理局

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
本日のメニュー

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

震災支援メニュー

鶏もも肉のコンフィーとサラダ
トマトの冷たいスープ
・・・ヨーグルト風味
スズキのグリル
・・・ディジョン風ソース
パンとバター
珈琲

次週のプログラム

第 1237 回例会／2011 年 6 月 15 日

◆挨

社会奉仕委員会より

引き続き震災義援金のご寄付を
よろしくお願いします。

拶
「ありがとう」（日本語）

◆ロータリーソング 「それでこそロータリー」
◆卓

話
メンバー卓話
「義歯メガネ補聴器はずし風呂に入る」
松尾 寛 会員

予定表

月

日
６

７

８
１２
１５
２２
２６
２９
１
８

曜日
水
日
水
水
日
水
水
水

予定
第１２３６回 例会 「東日本大震災支援活動内容意見交換会」
歩こう会「金比羅作戦」第３回
第１２３７回 例会 メンバー卓話 松尾会員
第１２３８回 例会 一年を振り返って 会長・幹事及び理事
第２２回 健康家族の会
例会 休会
第１２３９回 例会 新年度挨拶 中川会長・村角幹事
第１２４０回 例会 クラブアッセンブリー地区協議会報告・新年度活動方針

時間他
９：３０阪急三宮東口下車北側広場集合

１３：３０～絵画クラブレッスン
例会にて臨時総会開催予定
行先未定
ＭＵ受付 松本（圭）会員担当

１３：３０～定例理事会
イラスト提供：イラスト素材桜屋他

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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