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2020-2021年度RIテーマ

＜四つのテスト＞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
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ロ ータ リ財 団月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（１１月２６日）のお知らせ

１）例 会

（2528回）

１）例

会 （2529回）

２）卓 話

「４月から７ヶ月」

２）卓

話

「ダイアモンドの歴史と伝承、
誰も知らないダイアモンドを…」
中川 政照会員

森本 成峻会員
３）年次総会

次年度理事・役員選挙

４）12月度定例理事会

☆☆ １１月度の結婚記念日 ☆☆
西井 幾雄

川原 和彦

橋本 守之

福原 哲晃

中川 政照

箕村 保
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

まずは、プロ野球のお話しから。
先日、藤川球児選手が引退試合を行いました。
阪神タイガースのファンではないのですが、藤
川選手は本当に魅力ある選手だと思います。
「球」（たま）の「児」（こ）と書いて「球児」
という名前を付けたご両親も素晴らしいです
が、その名前のままにプロ野球選手となり、活躍
された藤川選手も素晴らしい。まさに、球の児と
して球を自由に操り、伸び上がるストレートは
魔球と言われるほどです。最後のマウンドも、全
てストレートで押し切り、藤川選手の魅力を最
後まで存分に魅せてくれました。最後までファ
ンを魅了してくれた藤川選手に敬意を払いたい
と思います。
プロ野球などイベント等が制限があるもの
の、細心の注意を払われながら開催されていま
す。当クラブも、最大限の注意を払いつつ事業を
行って参りたいと思います。

次に、次年度の話をさせていただきます。１１
月２６日例会終了後の年次総会におきまして次
年度理事・役員選挙を行います。なお、本日まで
に候補者の推薦がございませんでしたので、先
に指名委員会から指名されました次々年度会長
候補者髙橋 俊起会員、次年度の副会長候補者：
郡 悦清会員・幹事候補者：平尾 彰彦会員・会計
候補者：在本 茂会員・理事候補者：小寺 寿矢会
員・箕村 保会員・山本 喬一会員・吉村 圭太会員・
中島 清治会員の選任のご審議をお願い致しま
す。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①新入会員歓迎会兼忘年会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。
②№2・3・6テーブル情報集会が11月17日（火）18：
00からリーガロイヤルホテル大阪7Ｆ「ベラコ
スタ」にて開催されます。関係各位よろしくお
願いいたします。
③№1・4・5テーブル情報集会のご案内を本日お
配りしております。
④ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
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
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

44名
28名(38名)
18名
10名
敬称を略す

在籍6ヶ年自祝
髙橋 俊起
5ヵ年在籍表彰自祝、福岡東RC含めて10年になり
ました。
柳澤 興平
郡さん、ご苦労様です。
南川 和茂
郡さん、本日の卓話すべらない様に 中村 修
郡さん、卓話楽しみにしています。 柳澤 興平
郡さん、卓話頑張って下さい。
小寺 寿矢
木川会員の御冥福をお祈り致します 在本 茂
令和2年11月12日

合計金

35,000円

累計金 1,185,000円

☆☆ 先週（11 月 12 日）の卓話 ☆☆
創立 53 周年記念卓話
「ロータリー過去・現在・未来」
郡 悦清会員

創立53周年記念卓話と云うことに当たり、天
満橋ロータリーの過去から現在そして未来を皆
様と共に考えたいと思います。過去と申しまし
ても、私が入会しましたのが1991年ですから、30
年前からしかお話できません。
入会時の会員数105名でありました。そして社
会的問題としては、バブル崩壊・地価下落で景気
が悪くなり始めました。ところが当クラブの会
員推移を見ますと、順調に増員し‘97～’98年度
は122名と最多数を記録し、2000年まで105名を維
持しております。その間には1995年の阪神淡路大
震災もありました。ところが2001年から会員減少
が始まり、以降20年で半数以下の44名となってい
ます。
何があったのでしょうか？何が変わったので
しょうか？
そして今、コロナ禍の中でテレワーク・リモー
トなど働き方も含め世の中が大きく変化しよう
としていますが、人間そのものが変わったとは
思いません。
ロータリークラブの本来の姿、基本を忘れて
はならないと思います。

）内は会員総数を基準とした値

11月12日の出席率
73.68％
５週間前（10月15日）の
出席率 82.05％
1名（欠席者 8名)

地区大会のご案内
地区大会実行委員会 委員長

三好千代子
（茨木RC）

2020－21年度地区大会の実行委員長を拝命
しました茨木RCの三好千代子でございます。
思いっきり楽しい地区大会にしようと、茨木RC、
茨木東RC、茨木西RCのメンバーで構成された実
行委員一同で企画をたてていたのですが、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響で大幅な縮小を強
いられました。戸惑いながらも、今こそ、ロータリア
ンのあるべき姿が問われているのでは、と考え、改
めて企画を練り直すことにしました。
今年度、国際ロータリーのホルガー・クナーク
会長のテーマは、「Rotary Opens Opportunities
～ロータリーは機会の扉を開く～」です。そして、
簡 仁 一 ガ バ ナ ー は、地 区 の ス ロ ー ガ ン を
「Back,To the FUTURE ～基本に戻って、未来へ
～」とされました。
実行委員会で話し合い、基本に立ち返ることに
しました。人と人が距離をおかなくてはならないコ
ロナ禍だからこそ、例会の大切さ、仲間と会って話
し合うことの大切さも実感しておりました。
地区大会は、一年に一度、地区内のロータリア
ンが一同に会し、「機会の扉」を開く会です。今年度
の地区大会は、12月12日（土）の一日のみの開催
とし、各クラブの活動状況を紹介し、さらなる奉仕
への情報発信をさせていただく機会にしようと思
います。
また、「ウィズコロナ」の時代ならではの初めて
の試みと致しまして、地区のホームページからラ
イブ配信をご覧いただけるようにしました。
第2660地区のロータリアン全員にご参加いた
だき、会場に来られない方は、臨場感のあるライブ
配信を是非ご覧いただいて、地区の現況を把握し、
各クラブ活動の指針としていただきたいと思って
おります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
(2020-21年度 RI2660地区ガバナー月信11月号 より）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
シーフードカレー
ミックスサラダ
フルーツ取り合わせ
コーヒーまたは紅茶

