☆☆ 地区大会ＰＲ ☆☆

2018年12月7日・8日に開催されます「2018-2019
年度 第2660地区 地区大会」のご案内に、本年
度ホストクラブ大阪南ロータリークラブより中
島成和地区幹事にお越し頂きました。今年度は、
国際ロータリーの潮流と方向性を見据え「イン
スピレーションになろう」をテーマに、この意味
を共に考え心に刻む。「参加して良かった、ため
になった」と言える大会を目指し、地区とホスト
クラブが一丸となって企画頂いている熱意、ビ
ジョンが伝わり、参加意欲が高揚する素晴らし
いご案内となりました。

OSAKA-TEMMABASHI

☆日本のロータリー 100 周年を祝う鐘☆
2020年10月、日本の
ロータリーが100周年
を迎えるにあたり、
2016年発足の『日本の
ロータリー100周年実
行委員会』
によって
「日
本のロータリー100周
年を祝う鐘」が製作さ
れ、今回ガバナー公式
訪問の際、ご持参頂き
ました。この鐘は、鐘上部には100周年の100の文
字が、台座には地区内の全クラブ名が刻印され、
日本34地区に配布された大変貴重なものです。
この貴重な鐘で、本日の例会時、会長による開会
閉会の点鐘を行い、我がクラブにおきましても
2020年日本のロータリー100周年を祝う機運が高
まり、今回の山本ガバナー公式訪問が、我がクラ
ブにとって、有意義かつ大変印象深いものにな
りましたことを報告させて頂きます。
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会員増強・新クラブ結成推進月間
次々週（８月２３日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2438回）
ロータリー讃歌

２）ソング

会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
「会員増強月間に因んで」
藤井

眞澄

３）卓

話

（2439回）
それでこそロータリー
「消費税の軽減税率制度について」
大阪国税局

地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
委員長

会

課税第二部長

様

山本

渡辺

隆

様

邦人会員紹介

会員強化組織委員会

☆☆ ガバナー懇談会 ☆☆
☆☆ ８月度の在籍表彰 ☆☆
15ヵ年 北村 修久 15ヵ年 西井 幾雄
(以上敬称略）

＊＊
☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

ロータリー讃歌

こころ

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

しるし

一、ロータリー 奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー ロータリー
徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー

むつみ

二、ロータリー 理想の表徴

ロータリー 融和と親善
ロータリー ロータリー
希望に燃えて
世界に 平和を樹てる
ロータリー ロータリー

8月2日11:30～ヒルトン5Fのグラスルームに
て、山本ガバナーと宮里地区代表幹事との懇談
会が開催されました。緊張感のある髙田会長挨
拶からスタートしましたが、山本ガバナーの挨
拶から場が和み、いい雰囲気の中で、今年度の我
がクラブの活動に対するご助言を賜る事がで
き、大変有意義な時間となりました。

海老と野菜のゼリー寄せ 順才 ふり柚子
太刀魚塩焼き 焼玉蜀黍 酢取茗荷 枝豆
合鴨蒸煮 加賀胡瓜 芋 金糸瓜 オクラ 生姜
蛸とあおさ飯 香の物
帆立真丈 冬瓜 南京 楓麩 柚子
タピオカ粉の練り切り 黒蜜掛け
コーヒー

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。 本日はガバナー公式訪問
でございます。 国際ロータリー第２６６０地
区山本博史ガバナー様、宮里唯子地区代表幹事
様、中島茂和地区幹事様をお迎えしております。
ようこそおいで下さいました。会員一同心から
歓迎申し上げます。 例会前に懇談会を持たせ
ていただき会員増強、衛星クラブの創立、ラック
の倍増等多くのアドバイスを頂きました。 先
週金曜日に大阪大手前ロータリークラブに田邉
幹事と訪問させていただきました。ロータリー
デーと三世代合同例会の協力を再度申しあげて
まいりました。孫クラブの中之島ロータリーク
ラブよりも会員人数が少ないスタートとなった
ようですので、最大限の協力が必要だと思って
おります。 変則台風が去り平年の暑さに戻る
のかと思いましたら、変わらず酷暑が続いてお
ります。まめに水分補給を取っていただきまし
て熱中症にお気を付けください。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①8月1日からロータリーレートが1ドル＝112円
に変更になります。（現行1ドル＝110円）
②本日ガバナー公式訪問参考資料をお配りして
おります。
③「2018-19年度 地区大会」のご案内が届いて
おります。登録申込書とリーフレットをお配
りしておりますので出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。なお、ポスターを掲示板
に貼っておりますのでご覧ください。
④公益財団法人ロータリー日本財団より平成30
年1月1日から6月末日までに受領分の「確定申
告用寄付金領収証」
・
「税額控除の証明書」
（領
収書の裏面に印刷）が届きましたのでポスト
にお配りしております。「寄付者の皆様へ」も
ご一緒にお配りしていますので内容のご確認
をお願いいたします。なお、領収書の再発行は
できませんので確定申告時まで大切に保管し
て頂きます様にお願いいたします。
⑤「ロータリーの友」をお配りしております。8
月号推奨記事のご紹介をお配りしております
のでご覧いただきます様お願いいたします。
⑥「2018-19年度青年功績賞授与式（大阪府）」の
ご案内を本日お配りしております。多数のご
参加をお願いいたします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
４名
０名
０名

会員総数
51名
会員出席
42名(46名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
4名

⑦№5.7テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑧三世代クラブ有志一同懇親会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑨「2018-19年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑩次々週8月16日（木）は定款により休会にさせ
て頂きます。事務局もお休みさせて頂きます。
なお、事務局のお盆休みは8月13日（月）～8月
16日（木）までです。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそいらっしゃいました。心から歓迎致
します。
髙田 肇
山本ガバナー、宮里地区代表幹事ようこそい
らっしゃいました。
中村 修
山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそいらっしゃいました。心から歓迎致
します
川原 和彦
山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事、本日はお越し頂きありがとうございます。
宜しく御願い致します。
田邉 三郎
山本ガバナー公式訪問ありがとうございます。
橋本 守之
山本ガバナー、宮里地区代表幹事、ご来訪あり
がとうございます。御苦労様です。 郡 悦清
山本ガバナー、ご来訪有難うございます
井戸 幹雄
福沢諭吉翁の心訓を踏まえた山本博史ガバナー
の地区ビジョン、地区方針をお聞きするのを楽
しみにしています。
南川 和茂
ＲＩ2660地区ガバナー山本博史様、ご来訪心よ
り歓迎申し上げます。
中川 政照
ＲＩ2660地区代表幹事 宮里唯子様、ご来訪心
より歓迎申し上げます
中川 政照
山本ガバナーのご訪問を祝し！
福原 哲晃
山本ガバナーの公式訪問を歓迎申し上げます。
山本 喬一
山本ガバナーの公式訪問を歓迎して 在本 茂
山本博史ガバナー、宮里唯子地区代表幹事、中
島成和地区幹事お越しいただきありがとうござ
います。
永田 秀次
山本ガバナーの公式訪問を心から歓迎申しあげ
ます
中島 清治

）内は会員総数を基準とした値

8月2日の出席率
91.30％
４週間前（7月12日）の
メークアップを含む出席率 91.49％
メークアップ実施会員
1名（欠席者5名)
山本ガバナー様、宮里地区代表幹事様、ようこ
そお越し下さいました。 会員強化組織委員会
在籍２９ヵ年自祝
安田 義治
誕生日自祝
末澤 正大
誕生日自祝
寺杣 晃一
福原会員、旭日中綬章御受章おめでとうござい
ます。
安田 義治
夏だから暑いのはあたりまえ。そやけどほんま
に暑いですね。暑中御見舞申し上げます
郡 悦清
平成30年8月2日

合計金

92,000円

累計金

509,000円

☆☆ 先週（8 月 2 日）の卓話 ☆☆
「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 山本 博史 様

１ はじめに
ロータリーの主役は各クラブであり、また一
人一人のロータリアンです。このことに異論は
ないと思います。しかし、ロータリー活動が全世
界的なものである以上、各地区の特性を活かし
つつも、皆がロータリーの目的に向かって足並
みをそろえる必要があります。国際ロータリー
（以下「RI」と略称）はロータリー全体を管理す
るための組織であり、その管理のために各地区
に派遣されているのがガバナーです。この度、貴
重な機会をいただきましたので、RIの方針、今RI
で議論されていること、そして当地区の方針に
ついてお話させていただきます。
２ 本年度のRIのテーマと目標
本年度バリー・ラシン会長（以下「ラシン会長」
と略称）のテーマは「BE THE INSPIRATION～インス
ピレーションになろう～」です。インスピレー
ションという言葉は、ひらめき、思いつきといっ
た意味だけでなく、周りの人々に生気を与える、
息吹きを吹き込むという意味があります。

ラシン会長は本年6月のトロント国際大会の
スピーチで「私達は手を取り合います。なぜなら
協力すれば一人よりもずっと強くなれると知っ
ているからです。私達は行動します。なぜなら
ロータリーは夢想家ではなく、実行する人の集
まりだからです。」と語りました。トロント国際
大会でよく見かけた三つの標語「TRANSFORM…変
えていこう」
「PEAPLE OF ACTION…世界を変える
行動人」「CONNECT…ちからをつなごう」は、この
ラシン会長のスピーチのエッセンスです。
この「インスピレーションになろう」という
テーマはラシン会長の独創ではありません。
ロータリーの根幹ともいうべき「ロータリーの
目的」
（RI定款第4条、標準ロータリークラブ定款
第5条参照）を踏まえ、RIが2010年に策定したロー
タリー戦略計画の「ロータリーの使命」や「中核
的価値観(コア･バリュー)」、そしてRI理事会が
2017年7月に策定した「ロータリーのビジョン：
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そ
して自分自身の中で、持続可能な良い変化を生
むために、人々が手を取り合って行動する世界
を目指しています。」等、これまで積み重ねてき
たものの実践を働きかけるものです。
ラシン会長は、本年度のテーマを実現するた
め、「クラブのサポートと強化」「人道的奉仕の
重点化と増加」「公共イメージと認知度の向上」
という三つの優先項目を具体化する11の目標を
打ち出しました。また、目標として掲げられてい
ませんが、ラシン会長はトロント国際大会の閉
会式のスピーチでローターアクトを重要視し、
その数の倍増を求めました。もっとも、このロー
ターアクトについては、
海外と日本とでは、RACの
おかれる状況が異なることもあり、当地区の実
情にあったRACのあり方を検討し、提案するに留
めるつもりです。
RIが今後目指す方向については、①ポリオ撲
滅の早期実現、②会員増強と会員の高齢化ス
トップ、③ロータリー財団の拡大、④公共イメー
ジと認知度の向上、⑤ポリオ撲滅後のテーマの
模索と、より強力なパートナーとの協力関係の
構築の５項目がキーワードとなります。この点
については、今後もできるかぎり皆様と情報を
共有化していきたいと思います。
３ 2660地区のビジョンと本年度の方針
最近のＲＩの方向性をふまえ、
我々2660地区の
歴史、価値観、組織風土を大切にしながら各クラ
ブが、そして地区が発展していくよう、片山ガバ
ナー年度、本年4月に以下の地区ビジョンを策定
し、また2017-18年度から2021-22年度に適用する
地区中期５カ年目標を列挙しています。紙幅の
関係上、地区中期５カ年計画は割愛しますが、重
要な目標ですので、地区ウェブサイト等で是非
ご確認ください。
■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。
■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良い変
化を生み出します。
■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。
ラシン会長が掲げるテーマや目標、そして前
記2660地区のビジョンを踏まえ、当地区の本年度
の方針は以下の10項目です。
①ポリオ撲滅への協力をお願いします。
②ロータリー賞の受賞を目指してください。
③ロータリー財団と米山記念奨学会への協力
をお願いします。
④会員基盤を増強してください。
⑤ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメー
ジ向上へのチャレンジをお願いします。
⑥戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョ
ンを策定してください。
⑦新ＩＭ内の親睦と情報交換を推進してくだ
さい。
⑧ハンブルク国際大会、地区大会、地区事業へ
の積極的な参加をお願いします。
⑨ロータリーデーにご参加ください
⑩地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財
務ルールを徹底します。
いずれも行動、実践をともなうものであり、皆様
の積極的な活動を期待します。
最後に、当地区のクラブ運営のあり方ですが、
2016年の規定審議会で運用ルールが大幅に緩和
されたことにより、ネットで例会を行うクラブ
の名称から「E」という文字が消え、他の一般の
クラブと同じ位置づけとなりました。世界では、
ロータリアンの自宅やコーヒーショップを例会
場とする、ある企業や家族の一員であれば例会
に参加できるというクラブも現れています。例
会に出席するために長時間の移動が必要、ある
いは人の活動範囲が広がり、同時刻に同じ場所
に集まることが難しいという人たちもいます。
他方、ジェネレーションギャップとでも言うべ
き現象も起こっています。聞くところによると、
ある新しいクラブの若い会員が、
東京RCの帝国ホ
テルでの例会に短パンでメイクアップに来たと
いうことです。この珍事に、大半のロータリアン
は常識とTPOの問題だと考えると思いますが、中
には、それもダイバーシティだと言う方もいま
す。日本のロータリーの今後の発展を考えると、
他人事として済ませてしまうのではなく、自分
達自身の問題として真剣に考え、我々の意見を
はっきりと述べていく必要があるのではないで
しょうか。
末尾になりましたが、会員皆様の益々のご発
展とご健勝をお祈りし、ガバナースピーチとさ
せて頂きます。ご静聴ありがとうございました。

