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第 2168回例会  令和 3年 11月 29日（月曜日）第 10号  

 

本日の例会 １１月２９日（月）   第 4例会 

●ソング 『 奉仕の理想 』 

●卓話スピーカー 三菱総合研究所 石黒 正揮様 

本日の献立 松花堂弁当 

  

次回の例会 １２月６日（月）      第 1例会 

 

前回の例会 １1月１５日(月)      第 3例会 

2021-22 年度 吉川 秀隆ガバナー公式訪問 

●ビジター   地区副代表幹事 井戸 剛様 

         地区副代表幹事 近藤 康之様 

会長挨拶             会長 岩橋竜介 

吉川ガバナー､井戸剛様、近藤康之様､ようこそ東

大阪中央ロータリークラブにお越しくださいまし

た。会員一同歓迎をいたします。吉川ガバナーに

は後ほどお話をしていただきます。よろしくお願

いします。また、米山奨学生のウ・ジョンフンさ

んもようこそ。論文執筆中とのことですが、頑張

って仕上げてください。 

 さて、今年ももう少しで終わりを迎えようとし

ていますが､暑い夏やコロナ禍にしんどい思いを

しました。その中で一年遅れで東京五輪が開催さ

れたのもだいぶ前のことのように感じます。そし

て来年は北京五輪。 

 その、冬季五輪ですが､皆さんは冬季五輪と言

って思い出すのは誰でしょうか？若い世代なら羽

生結弦選手や浅田真央選手だろうと思いますが､

ここにおられる多くの方はきっと 1972年札幌五

輪で快挙を成し遂げた､笠谷・金野・青地の日の

丸飛行隊ではないでしょうか？ 

 私の思いの中にずっと残っているのは、2002年

ソルトレークシティー五輪、ショートトラックで

金メダルを取ったオーストラリアのスティーブ

ン・ブラッドバリー選手です。彼が南半球に最初

の冬季五輪金メダルをもたらしたということだけ

ではなく、なぜ金メダルを取れたかということ

が、一つのメッセージとなって私の心に残り続け

ています。 

 実は彼は準々決勝で敗退していました。それほ

ど選手としては実力はなかったのです。ところ

が、準々決勝も、準決勝も同じように、上位の選

手が転倒したり失格になり、何と決勝にまで残り

ました。 

 決勝戦も同じように、彼は先頭の集団からはか

け離れ､優勝争いとはかけ離れた後ろの方を滑っ

ていました。しかし、奇跡は起こりました。最後

のコーナーで、先頭を争っていたアメリカ・中

国・韓国・カナダの選手が皆転倒してしまいまっ

たのです。それで、優勝争いなど全然関係ないブ

ラッドバリー選手が、悠々とゴールしたのです。

「俺でいいの？」みたいな顔をしてゴールし、優

勝しました。まさに神様のご褒美のような金メダ

ルでした。 

 私はこのレースを通していつも心に言い聞かせ

ることがあります。確かに優勝したり、一番にな

ることは悪いことではない。しかし､それ以上に
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大切なのは、目標をもってそれを目指してひたむ

きに進むこと。その結果として勝つこともあれば

負けることもある。しかし､ひたむきに前のもの

に向かって進むものでありたいと願わされるとい

うことです。 

 このクラブも､これからの目標を定め､周りと競

い合うのではなく､自分達にふさわしいペースで､

ひたむきに進んで行けたらと願わされています。 

幹 事 報 告         幹事 岩﨑 史郎 

① 今般、メジャードナー（寄付累積 1万ドル以

上）に百済会員と佐井会員が該当となりまし

た。12月 6日（月）にホテルオークラ東京に

て、顕彰午餐会が行われます。当日はシェカ

ール・メータ RI会長、サンクー・ユン TRF

（ロータリー財団）管理委員長代理との記念

撮影もあります。佐井会員が出席されます。 

よろしくお願いいたします。 

② 今週水曜日、ゴルフ同好会が飛鳥カンツリー

にて開催されます。参加者の皆様には宜しく

お願い致します。 

③ 第 2回情報集会は、11月 25日（木）開催予定

となっています。18：30よりシェラトン都ホテ

ル大阪３階「四川」です。 

④ 来週 11月 22日の例会は休会です。 

 次回例会は、11月 29日です。宜しくお願い致

します。 

⑤ 11月 29日に指名委員会を行います。 

元会長ご経験者の皆様には、11時半にご参集く

ださいますようよろしくお願い致します。 

出 席 報 告           芝池 委員 

本日の会員数 １９名 

本日の出席者数 １３名 

本日の出席規定適用免除会員 ５名 

本日の出席率 ９２．８５％ 

１1月８日の修正出席率      ９２．８５％ 

ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 名村 美紀 

岩橋会長 吉川ガバナー、地区副代表幹事の

井戸様、近藤様、本日はお越し下

さりありがとうございます。 

岩﨑幹事 吉川ガバナー公式訪問 

よろしくお願い致します。 

宮田照男 吉川ガバナー、公式訪問ありがと

うございます。本日は宜しくお願

い致します。 

小川高弘 吉川ガバナー公式訪問 

ありがとうございます。 

佐井義昌 吉川ガバナー様、本日はガバナー

公式訪問にお越し頂きありがとう

ございます。宜しくお願い致しま

す。皆様のお蔭でメジャードナー

顕彰をいただきました。本当にあ

りがとうございます。 

帆足嘉寿大 吉川ガバナー公式訪問下さり、 

ありがとうございます。 

芝池福子 ・11月は誕生日 

・店舗の 11月 11日記念日 

・ガバナー公式訪問ありがとうご

ざいます。 

卓話            吉川 秀隆ガバナー 

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
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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。 
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第 4 回定例理事役員会議事録 

日 時 2021年 11月 8日（月）例会終了後 

出席理事（敬称略） 

岩橋竜介 岩﨑史郎 尾崎元 佐藤三千秋 

細川勝治 金子勝信 名村美紀 帆足嘉寿大  

（計 8名） 

議  案 

1,帆足会員より、クリスマス家族会に関する件 

会費 20,000円 ご家族ご友人 10,000円 

中学生・小学生 7,000円 

幼児 3,000円 各委員長賞 5,000円 

ゲストの決定 

秦夫妻の演奏・こうき氏マジックショー 

2,金子会員より、50周年記念式典の件 

記念品の選定中（名入れボールペン） 

プログラム作成済、招待状の作成、案内中 

3,次年度地区出向者推薦の件 

今年度に引き続き金子会員に依頼 

4,次年度公式訪問の件 

東大阪みどり RCとの合同例会希望で地区へ報告 

5,小川会員より、会計細則の件   

【承認】 

【会計細則追加事項】 

1. 会計は、会計補佐を設けること。 

2. 会計は、クラブ印鑑とキャッシュカードの管

理（保持）を行うこと。 

3. 会計若しくは会計補佐は、例会当日のニコニ

コ袋、ニコニコ箱及び現金の精査、管理を行

うこと。 

4. 会計は、年度末に以下のメンバーと会計監査

を行うこと。 

（本年度会長・幹事及び次年度会長 

・幹事・会計） 

5. 会計は、事務局からの現金出金の依頼に対

し、会計自ら払戻請求書等に押印すること。 

6．事務局は、入出金の際に金額ごとに通帳に詳

細・名目を記入すること。 

 

 

 

 

 

 


