
1368

本日はお忙しい中、宮里唯子ガバナー、下條泰利地区代表幹事、津
村昌明地区常任幹事、大阪中之島ロータリークラブに訪問して頂き、
誠に有難うございます。また私事ですが、2015年には宮里ガバナー
（当時地区財団委員長）「ベトナムダナン病院におけるVTT  
(Vocational Training Team－職業訓練チーム）プロジェクトのグ
ローバル補助金申請書作成には大変お世話になりました。改めて御
礼申し上げます。

会長挨拶
会長　栗山 博道

本日のプログラム

次回 9/15 のお知らせ

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間
月間テーマ（9月）

2022年9月8日
第1357回（本年度 第9回）例会

（ 9月1日）

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　こんな職業奉仕もありますよ
　担当：北村 薫 会員
　講師：大阪南RC　草刈 健太郎 様

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●臨時総会　前年度事業・決算報告
　前年度事業報告：北村讓 前年度会長
　前年度決算報告：北村讓 前年度会長
　前年度監査報告：

西田 前年度会計監査



2022-23年度第1356回（第8回例会）
幹事報告 (9/1)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。
本日より9月です。9月は基本的教育と識字率向上月

さて先日ジェニファー、ジョーンズRI会長より皆様に
メールでメッセージが届いていると思います。彼女は
4つの提言をしております。

①約束を果たす
ロータリーは多様性、公平さ、インクルージョン
（DEI）を重視しております。クラブや地域社会の
会合や行事に参加し、オープンかつ尊敬の念を
もって発言し、誰もが歓迎されている場所を作る
ことにより、参加者の基盤を広げましょう。

②会員を大切に
ロータリアンとローターアクターが会員として留
まり続ける主な理由は歓迎され、クラブの中で
サポートを受けていると感じるからです。会員を
増やすことは引き続き最優先事項ですが、会員
退会防止も重要です。

③女性と女児のエンパワメント
世界ではジェンダーが理由で教育が受けられな
かったり、小さな商売をするための資金が得ら
れなかったり、適切な医療を受けられないと
いった状況を抱えている人々がいます。女児の
健康、福祉、教育、経済的安定を向上させるプロ
ジェクトは次世代の女性リーダーに好ましい影
響をもたらします。

④インパクトを「イマジン」しよう
ロータリー会員はポリオ根絶などの大きな夢を
抱けば、それを実現できることを示してきました。
私達は持続可能な良い変化を生むために、私達
が貢献できる世界をイマジンしましょう。

私なりにRI会長のメッツセージ考えてみました。

以上です、ご清聴ありがとうございます。

間です。
また本日はガバナー公式訪問例会です。宮里ガバ
ナーに於かれましてはご多用のところまたコロナ禍
のこのような状況の中にもお越しいただき心からお
礼申し上げます。後ほど卓話で宜しくお願い申し上げ
ます。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■9月1日（木）、ガバナー公式訪問日（R2660地区 宮
里ガバナー）
　11：20～12：20 理事役員懇談会

■9月8日（木）、卓話：北村（薫）会員

■9月15日（木）、臨時総会（事業・決算報告）
　第4回10月度理事会 13：40～

■9月22日（木）、休会　定款第8条第1節

■9月29日（木）、創立30周年記念式典リハーサル
13：00～

■10月6日（木）、地区米山奨学委員会

　第2回クラブ協議会

（地区関係）

■9月3日（土）、地区ロータリー財団セミナー
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～

■9月17日（土）、クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委
員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～

■9月23日（金）～25日（日）、秋のRYLAセミナー（茨
木RC）
　場所：パナソニックリゾート大阪

■10月8日（土）、地区公共イメージ向上セミナー
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：13：30～



今年度、当地区は大阪の地にロータリーが誕生し、
100年と言う節目の年を迎えました。　

一方、私達は世界的な感染症の蔓延、紛争や戦争と
言った未曾有の不幸な現実を目の当たりにしていま
す。今世紀、当たり前だと考えていた平和や安全、健
康がいかに脆弱で、また貴重なものだったかをあら
ためて気づかされました。

また、テクノロジーをはじめとする社会環境は待った
なしで変化や進歩を遂げ、企業活動のみならず、ロー
タリー活動にも革新的かつ柔軟な適応力が求められ
ています。

100年もの間戦争や経済不況を乗り越え発展してき
たロータリーの輝かしい遺産に思いを馳せながらも、
これからどんなロータリーの姿を求め、実現していく
のか、また喫緊の国際社会や地域社会の課題に会員
としてどう向き合っていくのか、皆様と共に考えて参
りたいと思います。

2022-23年度の国際ロータリーと当地区のテーマ、
地区ビジョン、中期目標を御理解頂き、年次目標達成
への御協力をお願い申し上げます。この達成こそが、
おそらく未来のロータリーのあるべき姿への第1歩だ
と信じています。先ずはやってみなければ、何も変わ
らないのですから…。

■2022-23 国際ロータリー ジェニファー・ジョーン
ズ会長のテーマと強調事項

▶会長テーマ：
“IMAGINE ROTARY”
「世界にもたらせる変化を想像して大きな夢を

描き、その実現のためにロータリーの力とつな
がりを生かしましょう。 昨日のことをイマジン
（想像）する人はいません。それは未来を描くこ
とです。」　

▶会長イニシアチブ：
「参加者の基盤を広げるDEI（多様性、公平さ、イ
ンクルージョン）」で、女性会員基盤の強化や、革
新的クラブまたは活動分野に基づくクラブの設
立を要請されています。

▶テーマカラー：
紫・緑・白でそれぞれポリオ・環境・平和を意味
しています。

■2022-23年度 第2660地区のテーマと地区ビジョ
ン・中期計画・年次目標

▶テーマ：
『大阪のロータリー100周年を祝おう』
各クラブはそれぞれのやり方で、100周年をお
祝いして下さい。

▶地区ビジョン、中期計画、年次目標
地区研修・協議会の冊子やウェブサイトからご
確認頂けます。

ガバナー講話

国際ロータリー第2660地区 2022-23年度ガバナー　宮里 唯子 様



▲お誕生日のお祝い：左より高島 凱夫会員・村木 博行会員・栗山 博道会長

▲事業所設立記念のお祝い：左より前田 隆司会員・栗山 博道会長

▲結婚記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・前田 隆司会員
　栗山 博道会長

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

北村薫会員、お嬢様のご結婚おめでとうございます。



9月1日のメニュー
口取り 玉子焼  秋刀魚寿司  渋皮栗  サーモンチーズ巻
 粟麩蒲焼　海老芝煮　鶏もも肉辛子胡麻焼
 子持若布　鱧南蛮漬け　銀杏松葉
 干し無花果ダスト揚げ

焚合せ 瑠璃茄子　六方芋　蓮根田舎煮　法蓮草
 煮穴子

焼　肴 鰆柚庵焼　帆立味噌漬　菊花大根

御　飯 鯛菊花御飯　三つ葉　赤紫漬

煮物椀 萩真丈丸（海老・小豆・枝豆）　蓮軸
 白木耳　柚子

デザート 梨ゼリー寄せ　アングレースソース　ざくろ

皆さん、こんにちは。

奨学生のペイです。

これから、私は近況報告を発表させていただきます。

まずは、八月から、真剣に就職活動に迎えて、一日中、
説明会に参加したり、キャリアカウンセラーと相談し
たりしています。実際、台湾には、このような集団的な
就職活動がないので、どのように進んでいるのか、ど
れくらいまで情報を収集した方がいいのか、私はな
かなか把握できませんでした。しかし、周り人のおか
げで、また、やればやるほど、私はやっとだんだん理
解してきました。

現在、私は気になる会社は四つであり、うちの3社は
二次説明会に参加する予定がございます。残りの一
社は来週一次面接に参加しますので、現在も少し緊
張しています。

次に、今月中は去年入学してから初めて、教授とゼ
ミー全員が揃って、一緒に遊びに行きました。普段大
学で学術以外の交流が少ないので、楽しかった1日
を過ごしました。

最後、元々八月から修論を書くと考えましたが、気づ
いた時、もう九月になって、なかなか進んでいないで
す。教授と約束した締め切りは9月末なので、これから
頑張りたいと思います。

以上で、近況報告を終わります。これからもよろしくお
願いいたします。

米山奨学生 米山奨学生  劉 珮君
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栗山：宮里ガバナー、下條代表幹事、ガバナー公式訪
問ありがとうございます。
本日はよろしくお願いします。

北村（讓）：宮里ガバナー、下條代表幹事、ガバナー公
式訪問ありがとうございます。
本日はよろしくお願いします。

戸田：宮里ガバナー、下條代表幹事、ご指導よろしくお
願いします。

村上：宮里ガバナー、下條代表幹事、ガバナー公式訪
問ありがとうございます。

井本：宮里ガバナー、下條代表幹事、津村常任幹事、
ようこそお越しくださいました。

村橋：宮里ガバナー、ようこそお越しくださいました。

北村（薫）：宮里ガバナー、下條代表幹事、津村常任幹
事、ようこそお越しくださいました。

檜皮：宮里ガバナー、ようこそお越しくださいました。

高島：宮里ガバナー、下條代表幹事、ようこそ大阪中
之島へ。

嶽下：宮里ガバナー、ようこそお越しくださいました。
ニコニコ

西田：宮里ガバナー、下條代表幹事、ようこそお越しく
ださいました。

早瀬：月初です。ニコニコ

新：9月になりました。今月のお誕生日の方おめでとう
ございます！

満村：宮里ガバナー、下條代表幹事、ようこそお越しく
ださいました。

村木：宮里ガバナー、下條代表幹事、ようこそお越しく
ださいました。
本日はよろしくお願いします。

下岡：宮里ガバナー、公式訪問ありがとうございます。

清水：宮里ガバナー、下條代表幹事、公式訪問ありが
とうございます。

上山：もうすぐ秋ですね。

梅原：宮里ガバナーようこそお越しくださいました。よ
ろしくお願いいたします。

宗森：今日は防災の日です。日頃から災害に備えてい
きましょう！

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥46,500
累　計 : ￥335,500

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 3名
名誉会員数 4名 外国ビジター 0名
出席者 30名 国内ゲスト 0名
欠席者 6名 外国ゲスト 1名

出席率 83.33 %
8月4日の修正出席率 86.11 %

●本日のゲスト
米山奨学生 劉　 珮君 様

●メイクアップ
北村 　讓   7 月29日 大阪大手前RC
村橋 義晃   8 月18日 地区財団委員会

●本日のビジター
国際ロータリー第2660地区 ガバナー
（茨木西RC） 宮里 唯子 様
地区代表幹事（大阪南RC） 下條 泰利 様
常任幹事（茨木西RC） 津村 昌明 様

●本日の卓話者


