
＊事務所 ＊例　会

〒574-0046 毎週水曜日　12：30～13：30

大東市赤井1-2-10-4Ｆ ホテル阪奈   

TEL：072-872-6349 〒574-0012 大東市龍間266-8

FAX：072-872-6552 TEL：072-869-0181

E-mail： dc-rc@eagle.ocn.ne.jp FAX：072-869-0105

第 回　例　会　令和 年 月 日

開　会　点　鐘 ：  12:30

ロータリーソング ： 「我等の生業」

来　客　紹　介 ：  親睦活動委員長

会  長  の  時  間 ：  会　　長

諸　　報　　告 ：  幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

卓　　　　　話 ： ｢財団寄付と認証｣地区R財団 資金推進小委員会委員長 明石 晃 氏

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

お客様：

国際ロータリー第2660地区

ガバナー　吉川秀隆様（大阪RC）

地区幹事　奥田五朗様（大阪RC）

3月24日

出　席　率

16：40～特別コンサート　17：20閉会　　大阪国際会議場

・12/8㈬　　　　ク リ ス マ ス 例 会 　　　  　　　　　

　18：30～　ラ・フェット ひらまつ(中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ37F)

13:00開会 13:10～式典1部 14:25～式典2部 15:00～特別講演

76.92

・12/3㈮　RI第2660地区　2021-22年度地区大会 

・12/1㈬　｢半期報告｣　会長･幹事･会計･SAA 各委員長　　　　

修正出席率 69.23

54.54
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第2660地区　大東中央ロータリークラブ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/

　RI会長 シェカール・メータ

■会長：森原正樹　 ■幹事：住川奈美　■会報委員長：糸川千惠子　

次週のお知らせ

出席規定免除者数

欠　席　者　数

卓話：「コロナ禍における奉仕活動」 講師：澤田宗久氏(大阪船場RC) 担当：青田朝代会員

10

12

10

出　席　者　数

27

・11/24㈬　 　　　　　　　　休会日　　 　 　　　　　　　  6

会　員　数
・11/10㈬ IM第3組「燦々会」会長幹事会

　18：00～19：30　ホテルニューオータニ2階(ﾏﾝﾊｯﾀﾝｸﾚｲﾝ)

・11/17㈬　　卓話　　：　　青　田　会　員　  　　　　　

28

ロータリー財団大和田雅江委員長　

 2021～2022年度

1085 11 103

 国際ロータリー・テーマ

奉仕しようみんなの人生を豊かにするために

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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

出 席 報 告 お知らせ
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・吉川ガバナーようこそ！！卓話楽しみにしております。　青田・住川　両会員

・吉川ガバナーのお話でまた少し理解が深まりました｡有難うございます｡ 庵谷会員

・吉川ガバナーようこそ‼本日は宜しくお願い致します‼　大東･白川･吉村 各会員

・吉川ガバナー訪問　ようこそお越し下さいました。　北田・田中　両会員

・ガバナー吉川様 今日は有難うございます。　荒矢会員

・本日は吉川ガバナー公式訪問という事で､記念写真を撮らせて頂きます｡ 大川会員

・吉川ガバナーようこそご指導宜しくお願い致します。　岩本会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　　青田　朝代

皆様、こんにちは。

吉川ガバナー、お越し頂きありがとうございます。本日の卓話も楽しみにしており

ますので、よろしくお願い致します。

　さて､大阪府の時短要請も25日に解除されて､11月がもうすぐ迫ってまいりました。

11月はお茶の世界では、「炉を開く」と書いて、「開炉(かいろ)」と呼ばれる時期

となります。

　「開炉」は、「茶家の正月」とも言われます。意味は、書かれた字の 通り、今ま

で畳の下に仕舞われていた炉を開くことで、季節の大きな変 わり目を示しています。
　またこの時には、夏の間､涼しい山の中の蔵(冷暗所)に半年保管しておいた､八十

八夜の頃に摘み取られた新茶を詰めた茶壷の封印の口 を切る、「口切(くちきり)」

を行います。

　季節が夏から冬へ変わると共に、炉に火が入れられ、お茶も真新しい物を開けて

頂いて、一年が無事に過ごせたことをお祝いします。大変お目出度い日ということ

で、その日は封を切ったばかりの新茶と共に、お餅を入れたお善哉をいただきます。

古来より、赤は邪気を払う色とされております。一説には、赤い小豆を食べるのは、

邪気を払う願いが込めているからとも言われています。

　朝晩が､少々肌寒く感じる今日この頃でございます。コロナの第5派を切り抜けた

お祝いに、お善哉でも頂いてみてはいかがでしょうか？温かなお菓子とお茶でほっ

こりとして､英気を養って､お仕事や次の山に備え、元気に乗り越えていきましょう。

今月は、米山奨学の強化月間となっております。

皆様、ご協力よろしくお願い致します。

当　日　計 ¥27,000

¥73,000

ニコニコ箱
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〔委員会報告〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親睦活動委員会　　荒金委員長

お疲れ様です。 KINGofGOLF　Round2　の報告です。

KINGofGOLF　Round2　を10月13日阪奈カントリークラブで行いました。

当日、雨予報ではあったのですが、雨は降らず　ちょうどよい程度の曇り空の下で

行われました。

ガバナー公式訪問が重なってしまい、白川次年度会長が午後からキャンセルになる

等もありましたが、一日楽しくラウンドすることが出来ました。

ニアピン賞　寺田晟二　岡野慎司

暫定総合順位

主催者以外は皆さん１ラウンドのみなので今後どんどん順位が入れ替わって行くと

思われます。どんな展開になって行くのか楽しみです。

12月度の参加募集を開始しました。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

☆クリスマス例会のご案内☆

日　時　2021/12/8(水)　18：30～

場　所　ラ・フェット ひらまつ　(中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ 37F)

参加費　２５，０００円

皆さん是非ご参加ください。

Round2
順位 氏名 OUT IN Total Hdcp Net

優勝 川西津音夫 44 44 88 15.6 72.4

2位 荒金正之 48 47 95 16.8 78.2
3位 清水順市 48 49 97 18 79
4位 白川仁美 55 54 109 30 79
5位 西村和之 56 51 107 24 83
6位 岡野慎司 68 62 130 36 94
7位 寺田晟二 64 56 120 21.6 98.4

白川初美 55
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●））前回(10/27)の卓話（（●

国際ロータリー第２６６０地区

２０２１-２２年度ガバナー

　　　吉川　秀隆　氏

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
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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、私もガバナ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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国際ロータリー第2660地区　2021-22年度地区大会 

米山特別寄付金のお願い
　　　

森原会長の米山特別寄付金の目標は、お一人25,000円で、

全会員のご協力を目標にしております。

大変恐縮ですが、ご協力ご支援を頂きますようお願い申し上げます。

※お振込みいただく場合は、

りそな銀行　住道支店　普通　6076272　大東中央ロータリークラブ

　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へお願いいたします。
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