OSAKA-TEMMABASHI

ガバナー就任挨拶・方針
国際ロータリー第2660地区ガバナー

簡 仁一（茨木RC）

2020～21年度 第2660地区ガバナーを務めさせて頂きます、茨木RCの簡仁一です。
伝統と格式を保ち、各奉仕部門における活動実績を誇る当地区のガバナーを拝命する事は、
身に余る光栄であると同時に、その重責を考えますと身の引き締まる思いです。
パストガバナーをはじめとする諸先輩の皆さまが築きあげてこられました当地区の伝統を守
りながら、より一層充実した地区として発展できるよう努力してまいりますので、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
ホルガー・クナークRI会長プロフィール
ドイツ生まれ。1992年にロータリーに入会し、財務長、理事、各種委員会の委員長、規定審
議会代表議員、ゾーンコーディネーター、研修リーダー地区ガバナー、2019年ハンブルグ国際
大会ホスト組織委員会の共同委員長を歴任されました。現在は恒久基金／大口寄付アドバイ
ザーを務めておられます。
不動産業を営む「Knaack KG」のCEOであり、125年続く家族事業の「Knaack Enterprises」の
元パートナー兼ゼネラルマネジャーでもおられます。
スザンヌ夫人とともにメジャードナーで、遺贈友の会会員としてロータリー財団を支援され
ています。
1月20日に米サンディエゴで開かれました国際協議会本会議におきまして、ホルガー・クナー
ク氏は、2020－21年度のテーマを「Rotary Opens Opportunities」～ロータリーは機会の扉を
開く～と発表されました。
このテーマには、ロータリーがクラブに入会するというだけではなく、無限の機会への招待
である、という思いが込められています。例えば、ポリオ根絶のように大規模で歴史的なプロ
ジェクトから、地域社会でのささやかなプロジェクトや１本の植樹まで、奉仕する機会への扉
を開いてくれる、ということなのです。
私たちの中核的価値を基に、世界中の友人たちとともに、より豊かで意義ある人生への機会
の扉を開いてくれる、また、私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の扉を開
いている、とも強調されました。
ガバナー月信５月号にも記しましたが、このRI会長テーマに基づき、2020－21年度地区年次
目標の６項目を掲げました。
1. 会員基盤の強化 2. ポリオの根絶 3. 青少年の活動を支援 4. ロータリー財団活動の推進
5. 米山記念奨学会活動の推進 6. IT化の推進と公共イメージの向上
なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて、ロータリー財団、米山記念奨学会の寄
付目標については、いずれも数値目標を掲げないことにしました。
また、2020－21年度 地区スローガンは、こうした時代だからこそ、ロータリーの基本を再
認識し、ロータリアンとしての誇りと自信を持って、ともにロータリーの未来をつくっていこ
う、との思いを込めて

とさせていただきます。
このスローガンを胸に刻み、クラブの皆さまとともに一歩ずつ歩みながら活動して参りま
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7月号 より)
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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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会 員増 強・ 新ク ラブ結 成推 進月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2515回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）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
簡 仁一 様
４）ガバナー公式訪問懇談会

☆☆ 簡

次々週（８月２０日）のお知らせ
１）例

会

（2516回）

２）卓

話
「会員増強と退会防止」
副委員長
金子 勝信 様
会員強化組織委員会

仁一ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

国際ロータリー第2660地区
かん

じんいち

簡

仁一

ガバナー

プロフィール
【生年月日】１９５２年４月１２日
【職
業】平和商事株式会社
代表取締役社長
【職業分類】製造業・電機機器
【経歴】
1976年 慶應義塾大学工学部
管理工学科 卒業
日本アジア航空株式会社
（現 日本航空） 入社
1996年 平和商事株式会社
代表取締役社長
現在に至る

【ロータリー歴】
茨木ＲＣ入会：1992年2月26日
1996-97年度、2008-09年度
幹事
1998-99年度、2012-13年度
ＳＡＡ
2000-01年度
副会長
2003-04年度
会長
【第2660地区】
1997-98年度 財団学友委員会 副委員長
1998-01年度 財団学友委員会 委員長
2007-08年度 財団奨学金・学友委員会 委員長
2014-15年度 IM第2組 ガバナー補佐
2015-18年度 地区研修委員会 委員
【その他】
ロータリー財団 メジャードナー
ロータリー財団 ベネファクター
ロータリー米山記念奨学会
米山功労者 メジャードナー

＊＊ガバナー公式訪問を迎えて＊＊
会長 中島 清治
簡 仁一ガバナーにはご多忙のところ、本日
当クラブに公式訪問頂き感謝申し上げますと共
に、地区幹事加藤眞一様、阪上博史様両名もご同
行いただきありがとうございます。当クラブ会
員一同より歓迎申し上げます。

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
29名(38名)
18名
9名

7月16日に大蔭ガバナー補佐と共に吉村ガバ
ナー補佐エレクトにお越しいただき、懇談会を
開催させて頂きました。大蔭ガバナー補佐には
引き続きクラブ協議会にも出席賜りました。当
方、理事役員に貴重なご意見、ご助言を頂きあり
がとうございました。
今年度、ＲＩのテーマは 「ロータリーは機会
の扉を開く」です。ホルガー・クナークＲＩ会長
は、ロータリーは無限の機会への招待であると
言われています。この言葉は、私自身、しっくり
くる実感としてロータリーを表していると思い
ます。
そして、本年度、簡ガバナーは、地区スローガ
ンとして「BACK，To the FUTURE～基本に戻って、
未來へ～」を掲げられました。具体的には、ロー
タリーの基本を再認識すること、 ロータリアン
としての誇りと自覚を持つこと、 そして、ロー
タリーの未来をつくること、です。 私は、この
ようなＲＩテーマと地区スローガンを受けて、
本年度のクラブのテーマを「天満橋を楽しもう」
とさせていただきました。
簡ガバナーにおかれましては、忌憚のないご
助言、ご指導をお願い申し上げます。本日ご多忙
の中でのご来訪に深謝申し上げます。
簡ガバナーの益々のご健勝ご活躍を祈念致し
ます。

☆☆

8月度のお誕生日

7日 重里 國麿
24日 寺杣 晃一

☆☆

15日 寺井 種伯
28日 末澤 正大

☆☆ ８月度の在籍表彰 ☆☆
17ヵ年 西井 幾雄
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

戻って参りました。
結果的には単なる風邪で、14日に喉が痛く
なって発熱、15日に保険所には連絡を取って16日
にPCR検査をうける段取でしたが、16日に平熱に
戻って、保健所からはそれなら検査は不要で
しょ。と言われて2，3日様子を見てもらえば良い
です、ということになってしまいました。
一応、別途抗体検査を受けて、陰性だったの

）内は会員総数を基準とした値

7月30日の出席率
76.32％
５週間前（7月2日）の
出席率 87.80％
2名（欠席者 7名)
で、安心はしています。厚労省の基準では、発症
して10日間は自粛、その後72時間問題無ければ、
後は好きにしてよい、という基準もありますの
で、本日無事に例会に参加させていただきまし
た。
休ませていただいた16日はガバナー補佐の訪
問もあり、中村直前会長、鍬田副会長はじめ皆様
には多大なご迷惑をお掛けしました。まことに
申し訳ございません。改めて体調管理には気を
つけていきたいと思います。
ただ、世間では、大阪でも200名を超える陽性
者が出ています。もちろん、気を付けなければな
らないのですが、無症状の陽性者が大多数で
あって、気を付けても、もらう時はもらってしま
うのだと思わざるを得ません。
重症化したときのための病床にどれだけ余裕
があるか、そのために行政がどれだけ準備をし
ているのか、吉村知事は相当頑張っているけど、
エクモという機器の配備も含めてこれから冬を
迎え第3波が持ちこたえられるか、注視してまい
りたいと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①次週8月6日は簡ガバナーをお迎えしてのガバ
ナー公式訪問です。多数の会員のご出席をお
願いいたします。なお、11：30から4Ｆ「銀河の
間」にてガバナー公式訪問懇談会が開催され
ますので関係各位は11:00集合でお願いいたし
ます。
②「2020-21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。
③次々週8月13日は定款により休会にさせて頂
きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
す。
④本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆

８月度理事会決定事項

☆☆

・ガバナー公式訪問時、50周年記念ネクタイの着
用はしない
・秋の家族会は中止とする
・台北国際大会（台湾）6月13日（日）
台北陽明ＲＣ44周年 6月14日（月）
当クラブは6月12日出発～6月15日帰国の予定

・田邉三郎会員の6月末日付けでの退会が承認
・8月の例会は通常通り行う
・事務局の夏季休暇を8月11日（火）～14日（金）
とする。8月13日（木）は休会日

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

敬称を略す

先日はご迷惑お掛けしました。
中島 清治
中島会長 結婚記念日きれいなお花ありがとう
ございました。
中川さん 先日は大変お世話になりました。
吉村 圭太
西田会員（桂 文珍師匠）の独演会８／８
是非ご参加を！
石田 道夫
本日、卓話です。宜しくお願いします。
平尾 彰彦
平尾さん 卓話楽しみにしています。 南川 和茂
平尾会員 卓話楽しみにしています。 中村 健輔
平尾会員 楽しい！楽しい！卓話期待してま
す。
中川 政照
平尾会員 卓話期待しています。
石田 道夫
喘息疾患で欠席続きお詫びします。
平尾さん 卓話頑張って下さい。
川原 和彦
平尾さん 本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
平尾さん 卓話楽しみにしています。 寺杣 晃一
平尾さん 卓話勉強させてください。 髙橋 俊起
平尾さん 卓話楽しみにしています！ 坂東 信幸
平尾さん 卓話楽しみです！！
吉村 圭太
令和2年7月30日

合計金

55,000円

累計金

413,000円

☆☆ 先週（7 月 30 日）の卓話 ☆☆
「私の生業Ⅱ」
平尾 彰彦会員
「私の生業2」と題して卓話をさせて頂きま
す。
会社名は、㈱L&Bソリューション 設立は、平
成21年9月ですので、この9月で11年になります。
業務内容は、生命保険、損害保険の代理店業
務、企業のM&Aコンサルティング業務、外国人雇用
のコンサルティング業務を事業の三本柱として
おります。
保険の業務に関しましては、プロの資格を
持ったファイナンシャルプランナーが、数ある
保険会社、保険商品の中から、顧客のニーズに最
適な保険を選ぶお手伝いをしています。
また、M&A業務に関しましても、企業の存続と
発展、経営者、社員や多くの会社関係者の幸福の
為、金融機関のM&A部門や会計事務所、弁護士事務

所と連携し、コンサルティングやアドバイザ
リー業務を行っております。
外国人雇用業務につきましては、これからの
日本はいかに外国人材を活用していけるかを課
題として、外国人労働者の雇用の橋渡しをして
います。
特に、保険に関しましては、この20年間で保険
業界の勢力地図が大きく変わる中、それまでほ
ぼ専売制の様な状態であった保険業界で、保険
会社の枠にとらわれることなく生命保険会社14
社、損害保険会社4社と複数の保険会社を取扱
い、可能な限り顧客のニーズに合った保険商品
選び、ご提案ができる体制を構築しております。
企業の節税対策から事業継承の相談。個人の
お客様の家族を守る保障から、相続対策のご相
談まで、幅広い分野のご相談をお受けしていま
す。
今後も増え続けるニーズにお応えするため
日々精進して参ります。宜しくお願い致します。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第１例会のお知らせ
日 時：８月２３日（日）13:30～15:00
内 容：「活動報告特別例会」
（担当：創立40周年実行委員会）
場 所：大阪キャッスルホテル ６階
登録料： RC 5,000円
※お食事はございません。
登録締切：８月１５日（土）

８月第２例会のお知らせ
日 時：８月３０日（日）9:30～12:00
内 容：「天満橋と天満橋ＲＡＣを知ろう」
※雨天時は、別の企画を実施します。
場 所：大阪城公園
登録料： RC 無料
登録締切：８月２３日（日）
登録先：幹事 村上 奈央
tenmabashi@2660rac.org

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

バゲット、胡桃入りソフトロールとバター
コーヒーまたは紅茶

