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会長挨拶
会長

基本的教育と識字率向上月間

西田 末彦

2018年9月6日
第1213回（本年度 第9回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 新入会員自己紹介
村木 博行 会員
津﨑 慶一 会員

次回 9/13 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 日本の防衛問題について
担当：前田 隆司 会員
講師：衆議院議員・元防衛副大臣
左藤 章 様

本日は、山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹事、そして台
北福齢RCのC・Pヘンリーさんようこそお越しくださいました。山本ガ
バナーには後ほど卓話をして頂く事になっております。
よろしくお願
いします。
先ほど例会の前に、山本ガバナー、宮里地区代表幹事を交えて懇談
会をさせて頂きました。その中で山本ガバナーから大阪中之島ロー
タリークラブは地区にも高島パストガバナー初め8名も出向されてま

すし、各 奉 仕 委 員 会も活 発に活 動されてますし、
2660地区の模範になるようなクラブだと褒めて頂き
大変嬉しく思っております。只やはり会員数が30名
前後では胸を張って中堅クラブだとは言いにくいと
思います。今年度中に是非とも40名にしたいと思っ
ておりますのでご協力を宜しくお願い申し致します。
さて本日は山本ガバナーが「日本のロータリー100周
年を祝う鐘」を持って頂きましたので、日本のロータ
リーの歴史を少しお話したいと思います。
皆さんご存知の様にロータリークラブは1905年アメ
リカのシカゴでポール・ハリス氏が3人の仲間と4人
で創立しました。
その当時アメリカは大変荒廃した社
会で人を騙して儲けるのは当たり前、騙された方が
悪いと言う様な社会で、ポールハリス氏は信頼出来

■9月27日（木）北村薫会員の卓話です。宜しくお願
いいたします。
地区委員会、
その他の報告です。

る仲間が欲しかったのです。
そしてそのクラブが大変

■地区ロータリー財団セミナー

素晴らしいと言う事で全米に世界中に広がっていき

日程：2018年9月1日
（土）

ました。

場所：大阪YMC会館

日本には約10年後に当時三井物産のダラスの現地

西田会長、栗山R財団担当、
ご出席を宜しくお願い

法人の支配人をしていた福島喜三次（きそじ）氏が
1915年にダラスRCに入会したのが日本人第一号の
ロータリアンと言われています。
1917年に米山梅吉氏が渡米中に福島喜三次氏と会
いRCに行ったものと思われます。
その後帰国し1920
年10月に東京RCを創立、
これが日本のRCの第一歩
となりました。世界では855番目だと言われていま
す。
その時の会長が米山梅吉氏で幹事が福島喜三次

いたします。
■「2018-2019年度 クラブ社会奉仕委員長会議開
催のご案内」が届いております。
日時：2018年9月8日
（土）10：00〜12：00
場所：大阪府社会福祉会館
北村讓社会奉仕委員長、
ご出席をお願いいたします。
■「2018-2019年度 クラブ青少年奉仕合同委員会

氏です。

のご案内」が届いております。

その後福島喜三次氏が大阪転勤により、
1922年大阪

日時：2018年9月15日
（土）13：30〜16：30

RCを創立、
日本のロータリークラブの2番目です。
そし

場所：大阪YMCA国際文化センター 2階ホール

て1924年に神戸、
名古屋、
京都、
横浜と続きます。
それから太平洋戦争で1940年に一時RIから脱退し
ますが、1949年に復帰し、
それからは目まぐるしく増
えて今日に至っております。
（ 34地区、2,274クラブ、
89,000人以上）

■三世代クラブ有志一同懇親会のご案内が届いて
おります。
日時：2018年9月20日
（木）18：00〜19：30
場所：アサヒ ビアレストラン スーパードライ梅田
会費：5,000円

幹事報告 (8/30)
2018-19年度第1212回（第8回例会）

北村讓委員長、
ご出席をお願いいたします。

幹事 藤本 淳司

■9月6日
（木）新入会員自己紹介です。
村木会員・津崎会員、宜しくお願いいたします。
■9月13日（木）前田会員の卓話です。宜しくお願い
いたます。
■9月20日（木）臨時総会です。前年度事業報告：辻
義光会員、前年度会計報告：嶽下会員、前年度会
計監査報告：下岡会員、宜しくお願いいたします。

■「米山奨学委員長・カウンセラー研修会のご案内」
が届いております。
日時：2018年度9月29日
（土）
13：30〜登録

14：00〜16：00

場所：サニーストーンホテル江坂

別館3階

下岡委員長・嶽下カウンセラー、
ご出席をお願い
いたします。
■8月のロータリーレート 1米$＝112円

今年度の方針

国際ロータリー第２６６０地区 ２０１8-１9年度ガバナー

山本 博史 様

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
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

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

ます。
しかし、
ロータリー活動が全世界的なもので

です。

ある以上、各地区の特性を活かしつつも、皆が

ラシン会長は、本年度のテーマを実現するため、

ロータリーの目的に向かって足並みをそろえる必

「クラブのサポートと強化」
「人道的奉仕の重点化

要があります。国際ロータリー（以下「RI」
と略称）

と増加」
「 公共イメージと認知度の向上」
という三

はロータリー全体を管理するための組織であり、

つの優先項目を具体化する11の目標を打ち出し

その管理のために各地区に派遣されているのが

ました。
また、目標として掲げられていませんが、
ラ

ガバナーです。

シン会長はトロント国際大会の閉会式のスピーチ

この度、貴重な機会をいただきましたので、RIの方

でローターアクトを重要視し、その数の倍増を求

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

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

でなく、周りの人々に生気を与える、息吹きを吹き

③ロータリー財団の拡大

込むという意味があります。

④公共イメージと認知度の向上

ラシン会長は本年6月のトロント国際大会のス

⑤ポリオ撲滅後のテーマの模索と、
より強力な

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

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、

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
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

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

中期5カ年目標を列挙しています。

まることが難しいという人たちもいます。

紙幅の関係上、地区中期5カ年計画は割愛します

他方、
ジェネレーションギャップとでも言うべき現

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。

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。

10月27日
（土） 三島 米山梅吉記念館訪問
時 間

予 定

予定表
備 考

07：26

新大阪駅発

09：55

三島駅着

10：00

三島駅出発

タクシーまたは貸切バスにて移動

10：15

米山梅吉記念館

米山梅吉記念館
〒411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩346-1
TEL.055-986-2946

11：00

米山梅吉記念館出発

11：10

昼食
うなぎ桜屋にて

12：00

三島市内見学

13：48

三島駅発

16：00

新大阪駅着

ひかり510号（N700系）東京行

うなぎ桜屋【三島で1番人気の地元でも有名なお店】
〒411-0856 静岡県三島市広小路町13-2
TEL.055-975-4520

ひかり473号（N700系）岡山行

atulations!
Congr

大阪南RCの中島様が地区大会のＰＲにお見えになりました。

本日のメニュー
小

鉢

切干大根旨煮

造 り

鯛 まぐろ
あしらい

煮

物

鶏冶部煮 蒟蒻 茄子
南瓜 人参 牛蒡

八

寸

蟹なます 蕎麦寿司 鰻巻き
サーモン照り焼き 鱧天ぷら
丸十 枝豆 れんこん

冷

物

冷やしそうめん
海老 錦糸玉子
茗荷 刻み葱

食

事

白御飯

香の物
赤出汁

西田会長、お孫さんの結心（ゆみ）ちゃんの
お誕生おめでとうございます。

8

30

ニコニコBOX

西田：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそお越しくださいました。
今後とも宜しくお願いします。ニコニコ
藤本：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそお越しくださいました。
金森：山本ガバナーようこそ
明日誕生日の自祝
村上：山本ガバナーようこそ
北村（讓）
：山本ガバナーようこそお越しくださいました。
戸田：9月3日
（月）夜7時〜4チャンネル「名医の太鼓
判」に出演します。
良かったら観て下さい。
吉田：ニコニコ

9月のお祝い
Congratulations!

早瀬：山本ガバナーをお迎えして
大学の先輩として大歓迎します。ニコニコ

●誕生日

高島：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそお越しくださいました。
ご指導よろしくお願いします。

村木 博行 ［ 3 日］
高島 凱夫 ［20日］

●事業所設立記念
前田 隆司
津﨑 慶一

株式会社前田商会［大正10年］
株式会社ケイワン床建［平成22年］

●結婚記念日

前田：ガバナーようこそ
檜皮：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそお越しくださいました。

●出席報告
31名
6名
2名
28名
1名

出席率
8月2日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

3名
1名
0名
0名

ガバナー（大阪南RC）
地区代表幹事（茨木西RC）
地区幹事（大阪南RC）
台北福齢RC

北村（薫）
：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地
区幹事ようこそお越しくださいました。
村木：まだまだ暑い日が続きますが頑張ります！ニコ
ニコ！

栗山：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、
ご指導よろ
しくお願いします。

山本 博史 様
宮里 唯子 様
中島 成和 様
C.P.HENRY 様

●メイクアップ
8月 2日
8月 2日
7 月28日

村橋：山本ガバナー、宮里地区代表幹事を歓迎いたし
ます。

満村：山本ガバナーようこそお越しくださいました。

96.55 %
93.10 %

●本日のビジター

井本 万尋
辻 義光
北村 讓

辻（一）
：この暑い中山本ガバナーようこそお越しくだ
さいました。
下岡：山本ガバナーをお迎えして

前田 隆司 ［ 2 日］
戸田 佳孝 ［15日］

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

嶽下：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそお越しくださいました。

インターアクト海外研修
インターアクト海外研修
地区国際奉仕委員長会議

杉村：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそお越しくださいました。
井本：山本ガバナー、宮里地区代表幹事、中島地区幹
事ようこそお越しくださいました。
C.P.HENRY：皆様大変お世話になります。

本日合計 : ￥64,000
累

計 : ￥360,000

