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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1297回（本年度 第14回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

本日は、「ロータリーの友」よりお話しをさせて戴く日です。今月の強調
月間テーマは、「地域社会の経済発展月間・米山月間」で、横組みトッ
プ面にRI会長ホルガー・クナーク氏の会長メッセージが掲載されてい
ます。その内容は、昨今のコロナ禍におけるロータリーの活動」の革
新と変化があらゆるレベルで起こっていると述べておられます。そん
な中、氏が関与した新クラブ創立の鍵になったのは、ロータリー学友

本日のプログラム

次回 10/22 のお知らせ
♬SONG : 「我らの生業」
■創立28周年 記念例会

♬SONG : 「赤とんぼ」
●卓話　ロータリーの公共イメージに
　　　　ついて
井本 万尋 会員
■第5回11月度理事会
13：40～　ゴールデンホール西



に働きかけることで誕生したとのことです。そのクラ
ブは、23～41歳の会員31人中のほぼ全員がロータ
リーの学友で占めるクラブであると記されています。

デジタル化が進むこれからの時代に先取りした形の
クラブ活動を示唆していると思います。

今月の強調月間テーマである、「地域社会の発展月
間」に関しての記事は、昨年10月号に掲載された内
容とは趣が変わり今年7月の豪雨による被災地救援・
支援活動が掲載されました。11ページには第2660
地区大阪梅田RC 相原 克偉さんの支援活動報告が
掲載されています。また、米山月間にちなんでの記事
として14～15ページの「よねやまだより」に今年度か
ら新たに就任した3人の第4代よねやま親善大使の
紹介記事がありました。よねやま親善大使制度は、
2012年度に創設されたと記されています。

それぞれ3人の方が自己紹介されている内容を見る
にロータリーで世話になった米山奨学生時代の思い
を大切に志を高く持ち、前向きに取り組む姿勢が読
み取られ期待をすることができます。

ところで、先週もお話しさせて頂きましたが、当大阪
中之島ロータリークラブは、毎年奨学生を受け入れ
お世話しています。毎年度奨学生のカウンセラーを
引き受けて頂いた会員には、大変ご苦労をお掛けし
ています。今年度は、藤本淳司会員にお世話をお願
い致しました、北村譲　米山奨学委員会委員長とも
に、今年度奨学生の陳さんのお世話よろしくお願い
致します。

会員用記事の縦組記事の内容の中では、ロータリー
衛生クラブとして2660地区初のクラブとして2018年
7月にRIから承認された「大阪南なみはやロータリー
衛生クラブ」の活動記事が掲載されています。『友愛
の広場』の記事の中で私が興味を持ったのは、18
ページの明石東RCの多胡 健吾会員の記事です。そ

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

それではこれからの行事予定を申し上げます。

■10月8日（木）、10月は米山月間と共に、経済と地
域社会の発展月間でもあります。

　本日は社会奉仕委員会のフォーラムがあります。
辻 義光委員長よろしくお願いします。

■10月10日（土）、地区公共イメージ向上セミナーが
大阪YМCAにて行われます。

■10月15日（木）、この日の卓話者は井本会員となっ
ております。ご準備よろしくお願いします。

　またこの日は次々々年度会長、次々年度幹事、次
年度会計、次年度SAA及び次年度の理事候補者の
発表があります。

2020-21年度第1296回（第13回例会）
幹事報告 (10/8)

幹事  村上 俊二

の内容は、『在籍55年に思う』という表題通り今まで
も、これからも、今も取り組んでいくロータリーの根幹
に係わるものです。

これに合わせて、16ページの岐阜東RC 浦田 雅之会
員の『ロータリー五訓』です。

この事を参考に来週の会長の時間は、役目を務めた
いと思います。

そこで、お願いがございます。今一度お二人の記事内
容に目を通して頂きたいのです。

お二人の文の内容は、ロータリー会員なら、常に自問
自答している内容と思います。

今月の強調月間テーマに相応しい内容としては、4
ページから8ページにかけて掲載されている丸谷 智
保様の『地域と共に歩む経営』です。地域に密着した
地域のニーズに合わせた企業経営のエキスが行間
から読み取れました。参考にして下さい。



　また、例会終了後、第5回11月度理事会が開かれ
ます。

■10月17日（土）、この日は午前にクラブ国際奉仕委
員長会議、午後から社会奉仕委員長会議が共に大
阪YМCAにて開かれます。高島委員長並びに辻 義
光委員長よろしくお願いします。

■10月22日（木）、この日は、クラブ創立28周年の記
念例会があります。いつもは、夜例会なのですが、
今回はコロナ感染等の予防の観点から昼に記念
例会を行います。

大阪中之島RCの社会奉仕活動の一環として、社会福
祉法人の方々との「餅つき大会」などのふれあい交
流がコロナ感染状況の中、制限されるため新たな奉
仕活動を検討する必要があります。

本日は、コロナ禍での社会奉仕活動について討論し
ていただきます。

よろしくお願いいたします。

社会奉仕クラブフォーラム

辻 義光 委員長

私達のテーブルで討議した結果を報告致します。

私達のテーブルでは、コロナ下での奉仕活動をどのよ
うにするべきかという点について議論を深めていきま
した。

外出の自粛が求められている現状においては、訪問し
て奉仕活動をするということが難しいので、寄付に

■10月29日（木）、クラブ定款により休会となってお
ります。

■11月4日（水）、IМ6組第3回会長幹事会が18時よ
り帝国ホテル大阪にて行われます。

■11月5日（木）、この日の卓話者は早瀬会員となっ
ております。早瀬会員ご準備よろしくお願いします。

　また、例会終了後第6回クラブ役員会が開かれます。

■11月12日（木）、この日はロータリー財団委員長卓
話があります。北村薫委員長ご準備よろしくお願い
します。

よって支援するという方法が考えられるという意見が
でました。

また、全ての行事を中止するのではなく、去年の行事
を参考に今年も開催できそうなものについては開催
してはどうかという意見もありました。

コロナ下でも工夫して行事を催している企業や団体
があれば、参考にしたり、そのような企業や団体を支
援する寄付を行うという方法があるのではないかと
いう意見もありました。

さらに、ロータリーの理念である社会奉仕とは何かと
いう原点に戻って考えてみるべきではないかという意
見もありました。

ロータリーにおける社会奉仕とは、経済的支援ではな
く、困っている人たちを助けることであり、このコロナ
下で困っている人たちは誰なのかという観点から考
えれば、ロータリーの社会奉仕を通じて助けるべき

発表担当者　小林 俊統



コロナ禍により「密を避ける」などの制約が求められる
中でも活動するためには、屋外での活動が望ましい。

1．天満宮～中之島間の清掃活動

2．炊き出し（児童養護施設などの子ども達のため
に、屋外でのBBQなど）

3．スポーツ大会や音楽活動の発表会など日頃の
練習の成果を発揮する舞台を失った中高生達
のため、大会や発表会の開催をお手伝い

①コロナ禍の中での奉仕事業

・無理はしないこと。

・奉仕をする側と受ける側それぞれに制約がある
ことを考えれば、積極的には行わない方が良い
ので、これまでのような奉仕活動を行うより、物品
等を持っていくということでも充足されるように思
う。行うに当たっては奉仕する側と受ける側の意
思疎通は図っておくべきだと思う。

・行う側の健康面をしっかりと考えて、やれることを
やるということでいいのではないか。

・コロナ禍の中でも奉仕事業に対するニーズは高
い。求めているところは必ずある。
水上隣保館や成美学寮への奉仕は継続すべき。

・コロナ禍で一番被害を受けているのは子供達。
子供達のために、何か体を動かすことで出来る奉
仕活動はないか。他のRCはよくやっている。清掃
活動など。運動具の寄贈も良いのではないか。

・コロナ関係で自殺者が増加している。学生に多い
と聞く。児童保護施設は18歳までで終わる。優秀
な子供が大学に進学しようと思っても費用を工面
できない。そういう子供のための進学費用をクラ

発表担当者　北口 竜輔

発表担当者　丸山 澄高

ブで負担してあげるというのも良いのではないか。

・○○の電話や○○の相談などの支援も良いので
はないか。

・奉仕活動として継続できるものを見つけるための
情報収集をしなければならない。

②三世代事業

・来年度はコロナ禍も落ち着いていると思うが、ま
だ継続しているという前提で計画するならば、水
上隣保館などの施設の環境整備などはどうか。

・体を動かす、三世代での清掃活動、記憶に残るよ
うな内容の奉仕活動にしたい。

・桜ノ宮中学校は月に1回京橋駅周辺の清掃活動
を行っている。そういう活動に参加させていただ
くというのはどうか。地域の奉仕活動に沿った奉
仕事業を行ってはどうか。

・通常の活動が可能なのであれば、水上隣保館や
成美学寮の生徒を水族館などに連れて行ってあ
げたい。アクティブなことが出来ない場合はロー
タリー奨学金を創設するのはどうか。

・いろいろとボランティアを求めているところは多
いと思うが、単発で終わらない、継続できるもの
を探して行うことが大切だと思う。

ターゲットも自ずと決まってくるのではないかというこ
とです。

この意見と同様に、ロータリーの行っている行事の本
来の意味についても確認する必要があるのではない
かという意見もありました。行事とはただ開催すれば
良いのではなく、誰を支援、慰労するために、その行
事が始まったのかをという原点に戻って考えてみる必
要があるということです。

このように、コロナ下にある社会の状況をきっかけと
して、今一度、原点に戻って考えてみるということが先
ず大事なのではないかと考えます。



●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 29名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 82.85 %
9月17日の修正出席率 88.57 %

ニコニコBOX8
10

辻（一）：雨々ふれふれ。　ニコニコ

村上：温度が冷えてきましたね。風邪をひかないよう
に気を付けましょう。

戸田：辻義光さん、フォーラムよろしくお願いいたします。

辻（義）：ニコニコ

高島：早退のお詫び

吉田：ニコニコ

早瀬：10月3日に高島医院でインフルエンザの予防注
射を打ってきました。ニコニコ

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：彼岸花ももう終わりですね。

満村：ニコニコ

小原：ニコニコ

本日合計 : ￥29,000
累　計 : ￥386,000

●メイクアップ
北口 竜輔   9 月19日 オンライン模擬例会
北村 　讓   9 月19日 オンライン模擬例会
杉村 雅之   9 月19日 オンライン模擬例会
植屋 　亨   9 月19日 オンライン模擬例会

小　鉢 白和え　丸十　平豆　糸こん　焼椎茸
 クコの実

三枡
 八　寸 小付　ほうれん草かすみとじ
 鯛引皮真丈紫蘇香煎　出汁巻玉子
 鰆幽庵焼　サーモン高菜寿司
 菊花大根　串　焼銀杏　海老

 造　り 鱸唐墨和え　帆立焼霜　菊花剣
 芽物一式

 焚　合 海老芋　蓮根　ひすい茄子
  蕗　紅葉人参

外だし
台　物 かき揚げ茶そば　針海苔　洗い葱
  温そば出し

食　事 蟹入りきのこご飯　針生姜

香の物 昆布漬沢庵　ちりめん海苔佃煮

留　椀 赤出汁

10月8日のメニュー

本日のソング委員  上瀬 匠会員


