
  

 

第１４２９回 例会 ２０２１年（令和３年）９月２７日 

 

前回（９月１３日）例会記録  

◇プログレス 俣野 富美雄 副ＳＡＡ 

 

１．来客紹介 天野 大樹 親睦委員 

  ゲスト：３名 地区外：０名 地区内：１名 合計：４名 

  ゲスト：国際ロータリー 第２６６０地区 ガバナー  吉川 秀隆 様 

  ゲスト：          同        副代表幹事 井戸 剛 様 

  ゲスト：米山奨学生 郭 鑫 君 

 

２．８月９月お誕生月会員お祝い   

 

 伊藤 清一 会員 （８月 ９日） 

 林   拓  会員 （８月１６日） 

 洪  理恵  会員 （８月２４日） 

 澤田 宗久 会員 （９月 １日） 

 中井  崇  会員 （９月１７日） 

 

 ３．会長の時間  宮原  彰 会長 

皆さんこんにちは。前回７月１９日以来の２ヶ月振りの例会となりますが、皆さんお元気な姿を見せて頂き嬉しく思って 

おります。本日は、２６６０地区のガバナー公式訪問日に当たり、吉川秀隆ガバナーにお越しいただいており、後ほど卓話を

いただきます。 

その前に７月１９日以降これまでの経緯を説明させていただきます。 

本日のプログラム                      （本日のプログレス 俣野 富美雄 副ＳＡＡ） 

○ ロ‐タリ‐ソング 「おおロータリー」 

○ 会長の時間  〇 幹事報告  〇 委員会報告  〇 ニコニコ箱報告  〇 出席報告 

○ 卓 話  「コロナ禍における奉仕活動」 澤田 宗久 会員 

・虫の声 

・赤とんぼ 

・誰もいない海 



 

 

実は以前から大阪心斎橋RCの牧野会長・近藤幹事から親クラブと子供クラブの親睦のお誘いをいただいておりました。 

食事を取りながら互いに情報交換を致しませんかとのお誘いです。 

その日が７月２０日になっておりました。 

当日１０時頃 岩崎幹事より熱が有り下がらないため、皆様にご迷惑をお掛けするといけませんので、今夕の親睦会は欠席 

させて下さいとの電話をいただきました。 

その為、私一人で参加いたし１８時～２０時頃まで食事を共に歓談致しました。 

７月２２日から夏休み入りし自宅で休養しており、就寝前の２３時頃に携帯電話を見ましたところ、岩崎幹事から２１時に留守番

電話が入っておりました。  

翌日、朝の９時を待ち受け岩崎幹事に電話で確認致しましたところ、抗体検査は陰性でありましたが、ＰＣＲ検査の結果陽性

と判断されたため、自宅で待機しておられました。 

今後の対応策を講じる為に電話で①清水会員②平山SAA③岡本直前会長④沖会長エレクト⑤中村副会長に状況を説明 

いたし、７月２６日の例会を休会とする事をお知らせ致しました。 

７月２６日に岡野副幹事の発案により中村副会長、藤井直前幹事、片岡会員に集まっていただき、協議の結果「緊急事態宣

言下のガイドライン」に沿って、以降の例会は９月１２日まで休会と致しました。 

その後、緊急事態宣言が９月３０日まで延長となり、合わせて例会も休会と致しました。 

思えばこの夏はいろんなことがありました。新型コロナは２年近くつづいています。非常事態宣言が繰り返し発令される 

中で大きな影響を受けてまいりました。 

日本人のものの見方から生活様式まで影響が生じていると言われて居ます。今後私達のロータリー活動にもいろいろ制約が

生じてくると思いますが、全員で力を合わせて乗り越えてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

４．委員会報告  

◎ 国際奉仕委員会 吉本  力 委員長 

７月３０日（金）、澤田会員と一緒に八尾ロータリークラブの田中会長、児林（こばやし）副会長、藤田国際奉仕委員長に 

お会いしてきました。 

八尾ロータリークラブは、バヌアツ・フィリピンにおける医療奉仕活動の支援に関し、過去に現地に同行いただくなど 

深い関わりがあります。今回八尾ロータリークラブの方から、国際奉仕に関し、グローバル資金を使って一緒に何か 

できないか（いわゆるコラボ）とのご提案が澤田会員にあったため、私も同席してお話を伺った次第です。 

過去に、八尾ロータリークラブの会員から歯ブラシを調達して現地にお送りしたという経緯もあることから、まずは澤田会員 

の方から、何か必要な物資等がないか現地にヒアリングを行うことになりました。 

本年度単発の事業ではなく、本年度準備に入り、次年度以降も継続する事業になると思われますので、引継ぎも含め 

継続的に準備を進めさせていただきます。 

 

◎ 会員増強委員会 岡野 秀章 委員 

１０月１１日（月）に体験例会を予定通り開催いたします。 

今のところ２名の方の出席が確定しております。コロナ対策に万全を期して開催しますので、安心して来ていただけると 

思います。どうか周りの方へのお声かけをお願いいたします。 

 

５．米山奨学金授与 米山奨学生 郭 鑫 君 

 

宮原会長より、米山奨学生の郭鑫君へ奨学金が授与されました。 

 

 

 

 

 



 

 

６．ニコニコ報告  西村 文延 親睦委員 

甚田 会員・・・・皆様お変わりありませんか。私は元気で頑張っています。 

平山、澤田、林、吉本、宮原、松谷、中村、塩尻、新川、西村、俣野、小島、中井、竹内、井澤、中西、天野、坂本、 

洪、小山、岡本(茂)、岩崎、 

  各会員・・・・久しぶりの例会にお元気でようこそ!! コロナ禍をかわしてハッピー＆ニコニコ!! 

伊藤、林、洪、各会員・・・・８月お誕生月会員 

中村、岡野、澤田、各会員・・・・８月創立記念日 

澤田、中井、各会員・・・・９月お誕生月会員 

俣野、岡本(茂)、大磯、各会員・・・・９月創立記念日 

岡本(茂)、天野、各会員・・・・９月結婚記念日 

 

７．出席報告 俣野 富美雄 副ＳＡＡ 

会員総数 ３８名 出席率計算会員数 ３７名 出席会員数 ３３名（内ZOOM参加６名） 出席率 ８９％ 

第１４２６回（７月５日） 修正出席率 ９５％ 

 

８．卓  話  国際ロータリー 第２６６０地区 ガバナー 吉川 秀隆 様 

 

皆さま、こんにちは。ガバナーに就任しました吉川秀隆です。 

私は、タカラベルモント(株)という理容・美容サロンで使う椅子・シャンプー台などの機器や 

業務化粧品、歯科や病院にむけた医療機器の製造販売、サロン・クリニックの設計施工等を行う

会社の代表を務めています。弊社は本年 100周年を迎えます。「自分らしく生きる人生 

こそが美しい人生であり、全ての人がその生きる喜び、幸せを感じられるように」という想いを込

めて「美しい人生を、かなえよう」を会社のキーメッセージとして定めました。これは個人的に、ロ

ータリーの精神にも通じるものだと思っています。 

コロナ以前は海外出張が多く１年の 3分の 1は海外を飛び回っていました。海外のクラブでメイ

キャップすることもあり、各国ロータリアンと交流した思い出も少なくありません。しかしこれから 1 年はガバナーとして地区の

皆さんとしっかりと交流すべく各クラブを飛び回りたいと思います。 

それでは、RIならびに地区の方針についてご説明いたします。ご承知の通りRIは7つの重点分野を掲げています。2008年

の採択時には 6 つでしたが、昨年新たに「環境の保全」が加えられました。また、組織の基本的原則を表す「中核的価値観」

が 2009年に採択されました。それは、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップの 5つです。 

以上を踏まえて、本年度の RI会長シェカール・メータさんのスピーチをお聴きください。【動画】 

ご覧の通り本年度のRIの会長テーマは「SERVE TO CHANGE LIVES～奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。

メータ RI会長は、会員増強を最優先課題として「いま 120万人の会員を本年度末に 130万人にしよう」と述べました。 

また「女子のエンパワメント」という言葉で女子が抱える問題に取り組むことを強調しています。そして「より大きなインパクトを

もたらす」「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわりを促す」「適応力を高める」という 4つの優先事項について 

スピーチされました。 

さて、当地区にはすでに4項目からなる地区ビジョンがあります。①私たち第2660地区はRIテーマを理解し、地域の特性に

あった活動をすることにより具現化します。②ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び地域社会でよい

変化を生み出します。③世界の未来を担う青少年の活動を支援し、若きリーダーの育成に努めます。④それぞれが「魅力 

ある・元気ある・個性ある」クラブになる事を目指します。という 4つです。 

この地区ビジョンと同時に5ヵ年中期目標が定められており、その1番目は「クラブのサポートと強化」つまりクラブの会員基盤

を強化することです。 

メータ RI会長のいう 130万人を当地区に当てはめると、300名、約 8％の増となります。コロナ禍で疲弊した状況においては

高い目標に思えます。 

 



 

メータRI会長は「ローターアクトをロータリーに移行し」女性会員を増やせば年間5％の純成長は確保できると述べましたが、

当地区のローターアクトが直ちにロータリークラブに移行できるかというと、整理しなくてはならない問題が多くあります。 

当地区は「各クラブでの純増 1 名を目指す」という目標を掲げつつ、本年度はコロナの影響による会員減少を防ぐことを優先

して戴きたく思います。また「ローターアクトはじめと若い世代とともにロータリー活動を推進する基盤を広げる」ことについて

は、皆さんと一緒に具体的な計画を立てていきたいと思います。会員増強は目標であり目的ではありません。 

奉仕の発信力・影響力・目的実現力の強化こそが本質です。 

中期目標 2番目の「人道的奉仕の重点化と増加」は、まさにその奉仕活動の原点としての目標です。1919年のスペイン風邪

パンデミックのとき、ロータリーは会員を 19％も増やしたといいます。それは当時のロータリーが取り組んだ献身的かつ積極

的な奉仕活動が多くの共感を生んだからだと思われます。私は地区の持つリソースを可能な限り人道的奉仕に集中したいと

思います。 

いま、私たちの足下で「経済的に困窮している人」が急増しています。日本の子どもの 7人に1人が相対的貧困状態にあると

も言われます。メータ会長が「女子のエンパワメント」と言及した「性の格差」の問題とは少し違うでしょう。しかし地域の問題は、

地区のロータリアンである私たち自身が取り組み、解決せねばなりません。 

私は、RIの 7つの重点分野から「基本的教育」に焦点をあて、地域のエンパワメント、すなわち地域が本来持っている能力の

向上を図るため、地域の子供たちを支援することを地区の重点活動方針としました。 

中期目標の 3番目は「公共イメージと認知度の向上」です。地域に開かれたロータリー活動とは RIのいう「参加者の基盤を 

広げ」「積極的な関わり」を促すことです。このためには IT化の推進が必要です。皆さまには「マイロータリーの登録率 

80％、クラブセントラルの活用率90％」という目標の達成をお願いします。 

そして女性会員の増強、RAC をはじめとする若い未来のロータリアンとの連携強化をお願い致します。以上が RI の方針と、

それを受けた本年度の地区方針のご説明です。 

最後に、本年度の地区大会についてご案内します。今年の地区大会は 12月 3日金曜日、大阪国際会議場にて 1日に集約

して開催します。今年はコロナの影響もまだあると思いますのでコンパクトに開催したいと思います。ワクチン接種も進み、再

び皆さまと一同に顔を合わることができるものと楽しみにしています。 

ロータリーの活動は、会員個人、そして各クラブこそが主体です。RI はその連合組織であり、トップダウンの指示命令をする

ものではありません。ロータリーの活動の主体は各クラブであり、主役はロータリアンである皆さまです。皆さまが主体的に活

動できるよう、私もガナバーとしてともに頑張っていく所存です。そして、その結果、地域の人々が豊かな人生を送り、美しく

輝いていかれることを心より願っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

以上、ご挨拶並びに方針の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

                ★１０月例会予定★ 

 

 日  司会 プログラム 歌 その他 

4 

 

 

 

・地域社会の 

経済発展月間/ 

米山月間 

 

 

 

 

清水                                                                      卓話： 

米山奨学生 郭鑫君 

 

「君が代」 

「四つのテスト」 

お誕生日お祝い 

理事会３１階「カトレア」１３：４０～１４：４０ 

お食事：軽食 

 

11 清水             

                              

卓話：小島会員 

    体験例会 

 

「奉仕の理想」 懇談会３１階「カトレア」13：40～14：40 

お食事：洋食 

 

18 清水          委員会卓話：米山奨学 「それでこそロータリー」 

 

指名委員会３１階「カトレア」１３：４０～１４：４０ 

お食事：和食 

 

 


