
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

  

  

高槻ロータリークラブ 
２０１６～２０１７ 

WEEKLY BULLETIN 

四つのテスト 

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．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.oce.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 藤井敏雄 幹事 入谷治夫 クラブ運営委員長 小阪大輔 会報担当副委員長 山室匡史 

 
移動例会 

            17：00～17：10 

◎ソング･･･我等の生業 

◎11 月度皆出席表彰      

◎例会後の行事 

   忘年家族例会   17：15～20：00 

   於：インターコンチネンタルホテル大阪 

     ２F HINOKI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
謹賀新年 

 
     ３RC 新年合同例会 

     於：山水館 

     ホスト：高槻 RC 

◎国 歌･･･君が代 

◎ソング･･･奉仕の理想 

◎閉会ソング･･･手に手つないで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3056 回 次回（1/11）の例会 

No.22 2016年 12月 23日 発行 

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長 

 

 

◎出席報告 

◎ゲスト・ビジター           計 0 名 

  

 

先週（12/14）の例会から 

12月は疾病予防と治療月間 

◎会長の時間 

「地区大会報告会」 
12月 9日と 10日の 2日間、当 2660地区の地区大会が

行われ、当クラブから 23名が参加されました。10日の
本会議について概要をご紹介いたします。ＲＩ会長代理
として、台湾のチャン．チ．ション氏を迎えました。彼
は 1998年にＲＩ理事を努められ、80歳ですが日本語が
堪能で、感銘深い言葉をたくさんいただきました。ＲＩ
の現況報告の中では、戦略計画と多様性について熱っぽ
く語っておられましたので これが今後のロータリーの
課題であると感じました。 
人事について、ガバナーノミニーデグジネィトの発表

がありました。大阪西南ロータリーの 四宮孝郎氏が選
任されました。62歳の方で、山本ノミニーに引き続き
60 歳前半の若い方がガバナーとなられます。 
来賓として吉村市長が来られまして、維新の会独特の

パーフォーマンスで聴衆をひきつけて話されたのはさ
すがでした。内容は子育て支援と住みよい社会というこ
とで、どこかで聞いた話でしたので省略します。 
もう一人の来賓である、斎藤 RI 日本地区理事が話され
ました。先日、名古屋でロータリーの 研修会があった
そうで、ジョンジャームＲＩ会長も来られていたようで
す。「日本のロータリーに望む事は何ですか。」との質問
に、ジョン会長は、日本のロータリーはもっと組織の基
盤を強くすることであろうと答えられたそうです。その
根拠として、日本の財団への寄付が昔の 2 位から今では
急落して 5位になってしまっているとの事でした。これ
には少し異論があります。なぜなら、為替が 80円から 

※ 12/28 定款による休会 

※ 2017 年 1 月 4 日 定款による休会 

11 月度皆出席表彰 

        該当者なし 

  

第 3055 回 本日（12/23）の例会 

（  ）の例会 

人類に奉仕するロータリー  ROTARY SERVING HUMANITY 

※ 送迎バスが11時50分に西武百貨店前 京都銀行前
より発車しますので、お集まりください。 

 

会員数 出席者数 出席率 

52 名 38 名 89.36 ％ 

前々回例会補正後出席率   98.04 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 1 名 

出席規定摘用免除有資格者  1 名 
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◎幹事報告 

・先日ご協力いただきました「歳末たすけあい募金」
は￥14,589-集まりましたことをご報告いたしま
す。ご協力ありがとうございました。 

・事務局の年末年始の休みは 12/28～1/3 までで
す。 

◎委員会報告 

○クラブ運営委員会         小阪 大輔 
・12/23 忘年家族例会はインターコンチネンタルホテ

ル大阪 2 階で開催します。出席者のポケットにスケ
ジュールと地図を入れております。17：00～例会、
17：15～演奏会、18：00～懇親会を予定しておりま
す。ご家族のご紹介は 18:00 過ぎから予定していま
す。お車でお越しの方は、2 階のクロークにて駐車
券をご提出いただければ無料のスタンプを押して
もらえます。 

・2017年 1月 11 日（水）３RC新年合同例会について
ですが、山水館にて開催いたします。 

 11：50 に西武百貨店前の京都銀行より送迎バスが
発車します。乗り遅れますと他クラブの方にもご迷
惑となりますので、遅れないようお集まりくださ
い。宜しくお願いいたします。 

 

〇クラブ組織委員会         伊藤 智秋 

 2017年 2月 15日の例会は、2人 3脚例会を開催し
ます。皆様のお誘いあわせの上、ご参加いただきま
すようお願いいたします。 

 
〇ロータリー未来塾         松尾  浩 
 2016-2017 年度「高槻ロータリー未来塾」を開催し
ます。大阪府立島本高等学校を主管校とし、大阪高
槻支援学校の参加を含む高槻・島本地区公立学校へ
のダンス支援事業です。 

 是非お誘いあわせの上、多数のご来場を心よりお待
ちしております。 

  日 時：2017年 1月 22日（日）13時 開演 
  場 所：高槻現代劇場大ホール 
 内 容：各校よりエントリーしたグループ公演 

      エンディングにて出演者全員による公演 
  参加校：大阪府立三島高等学校 
      大阪府立高槻北高等学校 
      大阪府立芥川高等学校 
      大阪府立槻の木高等学校 
      大阪府立大冠高等学校 
      大阪府立阿武野高等学校 
      大阪府立高槻支援学校 
      大阪府立島本高等学校 

120円に急落しましたので、単純計算で 35％程少なく
なっている筈ですから。しかし会員減などほかの数字
を見れば彼の主張も間違っていません。 
特別基調講演を行われた、毎日新聞の岸井成格氏に

ついては、テレビで反安倍内閣の印象が強いせいか、
公演の始まった時は空席が目立ちました。ご本人もそ
れを意識してか、その点には触れず、世界の政治情勢
とご本人の記者としての出発が熊本の水俣病だった
そうで、環境問題の話が多かったですが、全体として
は、良い内容だったと思いました。  
 来年はもっと多くの方が参加されますようお願い
します。また直近では 2月末に、高槻西 RC主管で関
西大学高槻高で、ＩＭが実施されます。今度は西さん
を盛り上げるためにも、全員の方が参加されますよう
お願いします。 

 

 

◎卓話  山室 匡史君 

「離婚と子の連れ去り問題」 
第１ 増加する離婚 

離婚の件数の年次推移（厚生労働省平成 21 年度「離
婚に関する統計」の概況より） 

昭和 25 年 約 6 万 9,000 組 

昭和 42 年 約 8 万 4,000 組 

昭和 59 年 約 17 万組 

昭和 63 年 約 15 万組 

平成 14 年 約 29 万組 

平成 20 年 約 25 万組 

第２ 離婚の種類 

協議離婚…88％ 

  調停離婚…9.7％ 
  和解離婚…1.4％ 
  判決離婚…1.0％ 

第３ 離婚と親権 

民法 819 条 

第１項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議
で、一方を親権者と定めなければならない。 

第２項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の
一方を親権者と定める。 

→日本は単独親権制度を採用 

第４ 子どもの連れ去り問題 

子どもの連れ去り…片方の親が一方的に子どもを
どこかに連れて行って、もう一方の親との交流を一
方的に遮断してしまうこと 

※中村久瑠美弁護士「離婚バイブル」198 頁「とくに
離婚が成立する前の、別居期間中の面接交渉は、私
はあまり勧めしない。」 

第５ 子どもの連れ去りはなぜ起こるのか 
１ 子どもの連れ去りが起こる理由 

① 情的な動機 
２ 子どもの連れ去りが起こる理由 

② 済的な利益を得る動機 

離婚後の養育費や財産分与の条件を有利にす
る 

３ 子どもの連れ去りが起こる理由 

③法的な利益を得る動機 

※中村久瑠美弁護士「離婚バイブル」89～90 頁 

「別居に際して、子供を連れて行くか、どうしよ
うか。離婚になるかどうかはまだ確定的でなく
ても、もし離婚になったとき子どもを引き取る
気持ちがあるなら、迷わず連れて出よう。精神
的にぼろぼろになってしまって、『とりあえずお
前だけ実家で休息してこい』などという夫や夫
の親の言葉を真に受けてしまって家を出て『元
気になったら子どもは渡してやる』という言葉
を信じてそのつもりでいたら、それっきり子ど
もの親権は取れなくなった女性もいる。」 

※山口宏弁護士「離婚の作法」120～123 頁 

「父親が親権を実力で得る方法」「『実力行使で
やります』とはどういうことかというと、子ど
もを拉致してくるのである。これは状況次第で
は、とくに離婚成立後は、犯罪になる可能性が
高いから、絶対にお勧めできないが（後略）」、
「繰り返すが、いくら裁判所が子どもを返せと
いう判決や決定を出しても、強制的にそれを直
接実現する方法はない。」「夫側でそれを無視し
ていると、たとえば５年経ち６年経ちすると、
子どもが小さいうちに拉致されたケースでは、
母親の顔が瞼の裏に残っているなどということ
もなくなってしまう。」 

４ 子どもの連れ去りが起こる理由 

④裁判所への不信感 

 

 



 

 

 

【注意!!!】西武百貨店前より 11 時 50 分に送迎バス

が発車しますので、乗り遅れないようにお集まりく

ださい。 

◎ニコニコ箱報告 
・結婚記念内祝  川面君 
・創業記念内祝  羽根田君、橋本君 
・退院して 2週間経ちますが、最近また看護婦さんに 

朝起こされたくなってきました。今日この頃です。 
                    古川君 

・来年 1 月 22日開催の「高槻 RC未来塾」多数のご 
 参加をお待ちしています。        河合君 

 

        本日の合計  ￥ 30,000- 

      7/1よりの累計  ￥1270,000– 

 

            

 

我等の生業 

 

   我等の生業さまざまなれど 

   集いて図る心は一つ 

   求むるところは平和親睦 

   力むることろは向上奉仕 

   おヽロータリアン 

   我等の生業 

 

 

手に手つないで 

 

手に手つないで つくる友の輪 

  輪に輪つないで つくる友垣 

  手に手 輪に輪 

  ひろがれまわれ 一つの心に 

  おおロータリアン 

  おおロータリアン 

 

♪ ソ ン グ ♪ 

３RC 合同新年例会次第（2017 年度） 

 

                 2017 年 1 月 11 日（水） 

                 於 ： 山水館 

12：00 受  付  各クラブ 

司  会  高槻ＲＣＳＡＡ   藤田貴子 

12：30 開会点鐘  高槻ＲＣ会長     藤井敏雄 

    国歌斉唱  「君が代」      全  員 

    ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  「奉仕の理想」    全  員 

      （ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ高槻ＲＣ  井前 憲司） 

    会長挨拶  高槻ＲＣ会長     藤井敏雄 

    幹事報告  高槻ＲＣ幹事     入谷治夫 

    出席報告  各クラブ出席委員 

    乾杯発声  高槻東ＲＣ会長  齊藤昇男様 

【ご歓談】 

13：25 閉会挨拶 次回ホスト 高槻西ＲＣ 

                   近藤眞道様 

    ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「手に手つないで」  全  員 

13：30 閉会点鐘  高槻ＲＣ会長     藤井敏雄 

 

 

◎R 財団への寄付 

羽根田茂子君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 
 伊藤 智秋君 ￥5,000- 

（地区国際奉仕委員会の活動にご協力いただきまして 
ありがとうございました。） 

 

        本日の合計  ￥15,000- 

      7/1よりの累計  ￥495,000- 

        一人当たり平均 ＄95.30 

◎米山奨学会への寄付 

  岩井 祐造君 ￥10,000- 

本日の合計  ￥10,000 - 

   7/1よりの累計  ￥297,500 – 

        会員より ￥175,000- 

        ｸﾗﾌﾞより ￥122,500- 

        一人当たり平均 ￥6,071- 

 

 

第６ 原則論の形式適用による弊害 

１ なぜ原則論の形式適用に陥るのか 

～組織論の問題 

 ２  元裁判官も信用していない運用 

平成 17 年 0 月、元裁判官で弁護士の男性が、登校
中の 9 歳の自分の娘を連れ去ろうとして逮捕され
たという事件。離婚して娘の親権者は母親になっ
ていた。 

３「拉致司法」という批判 

※コリン PA ジョーンズ「子どもの連れ去り問題」
17 頁 

「確かに、国際的な子どもの連れ去り問題につい
て、『日本は子どもの拉致大国だ』という評価が
すでに海外で定着していることは事実であり、
それを日本の制度が外国人を差別しているから
だと論じる人もいるが、差別云々がジョンの敗
訴を確信した理由ではない。何と言っても、『拉
致司法』の被害者で一番多いのは純粋な日本人
同士の事件の当事者なのだ。」 

  ※米国国務省ウェブサイト 2010 年 7 月 5 日 

「当局が知る限り、片方の親が子どもをアメリカ
から日本へ連れ去ってしまった場合に、残され
た親が（アメリカ等の）裁判決定で親権者指定
を受けている場合であっても、日本の裁判所が
子どもの返還を命じるケースは１件もない」  

第７ 原則面会肯定の運用 

 裁判所もこのように親子関係を断絶させる現状に一
応の問題意識は持っているようで、近年、原則として
面会交流を実施するべきという考え方を採用してい
る。しかし、これも原則論の形式適用になってしまい、
新たな弊害が生じている。 

 第８ 解決策はあるのか 

 １ 共同親権や共同養育を可能とする法整備 

 ２ 子どもと一方の親との面会交流の遮断を虐待と
位置付ける 

 ３ 裁判官や調査官を増員する       以上 

 

 

 

♪ ソ ン グ ♪ 
 


