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2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー山本 博史
■会長 井上 裕子 ■副会長 明石 巧
■副会長 豊田 修一 ■幹事 柴田 宜孟 ■副幹事 林 功
■親睦委員長 南 みどり
■広報･会報担当 永田 大介

会長挨拶

井上

裕子会長

先週の合同例会、お疲れ様でした。山本ガバナーのお話から、クラブ
の変革に対しかなり積極的に取り組まざるを得ない状況を察していた
だけたかと思います。My Rotary への登録も、放っておけない状況です。
個人的にお願いにあがりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
当日の私の挨拶はごく簡単なものでしたので、これを機に、今回から
当日お話する内容を記載させていただきます。
本日は指名委員会よりの報告をさせていただきます。
池田ロータリークラブ、細則第３条に基づき設置された指名委員会にお
いて、次々年度会長、次年度理事役員の候補者が指名され、理事会の承
認を得ました。クラブ細則によって、年次総会の４週間前の例会におい
て発表しなければならないと定められておりますので、本日、皆様にご
報告させていただきます。
次々年度会長
次年度副会長
次年度副会長
次年度幹事
次年度会計
次年度会場監督（ＳＡＡ）
次年度奉仕活動委員長
次年度理事

奥村 勝彦
林 功
奥村 昌也
名村 研二郎
柴田 宜孟
田嶋 也寸志
井上 裕子
田中 孝史
南 みどり
吉岡 崇
山口 正之

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話

また、同時に細則に基づき、会員の皆様にその他の候補者の推薦があ
れば、この例会翌日の１０日間を限りとして、文書で推薦することが可
能となっております。
１２月１２日に開催させていただきます年次総会の向けての会員の
皆様のご協力をお願いいたします。

「クラブフォーラム➁」

最後にご連絡ですが、１２月の第一例会には、テレビにもたびたび出
演されておられます大阪大学経済学部教授の松村真宏（なおひろ）先生
に、「仕掛学」のお話をしていただけることになりました。出席のご予
定をよろしくお願いいたします。

卓話者：豊田

(インフォーマルミーティング)

（夜間例会）
修一副会長

四つのテスト

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

✤幹事報告✤
柴田

✤出席報告✤
宜孟

出席担当

幹事

（地区より）
① 11 月ロータリーレート（１＄＝112 円）の
お知らせ
（会員各位）
➁ 2018-19 年度 クラブの新しい表彰
について
（井上会長、柴田幹事）
➂ クラブバナー郵送のお願い

橋本

昌也

会員

○ 会員数
31 名
○ 出席数
26 名
○ 出席率
89.66%
○ 前々々回
86.21％(10 月 17 日)
メークアップ
岸上 宏司 10 月 3 日 理事会
近藤 秀一 10 月 13 日 広報・情報・公共
橋本

昌也

イメージ向上セミナー
10 月 26 日 ＩＭ1 組ゴルフ会

（井上会長、柴田幹事）
➃ 「ロータリーの友」誌 2018 年 11 月号
推奨記事のご紹介
（永田広報委員長）
➄ ガバナー月信 11 月号配信のお知らせ
（会員各位）
➅ 地区大会登録の名札送付と会員の
皆様へ配布のお願い
地区大会当日のご案内とお願い
（井上会長、柴田幹事、会員各位）
⑦ My Rotary アカウント取得率に関して
（井上会長、柴田幹事）
（箕面千里ロータリークラブより）
⑧ 幹事同窓会新年会のご案内
（井上会長、柴田幹事）
（池田地区募金会より）
⑨ 歳末たすけあい運動実施に伴う募金の
ご協力について
（井上会長）

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当
ニコニコ 担当

名村研二郎
奥村 昌也

会員
会員

(池田くれはＲＣ)

田中

隆弥会長:合同例会お世話になります。山本
博史ガバナー、宮里唯子地区代
表幹事、木村千恵地区幹事をお
迎えして。
高原誠一郎幹事:合同例会お世話になります。山本
博史ガバナー、宮里唯子地区代
表幹事、木村千恵地区幹事をお
迎えして。本日はよろしくお願
い致します。
青井秀浩副幹事:山本ガバナーようこそお越し下
さいました。池田ロータリークラ
ブの皆さん、いつもありがとうご
ざいます。
新谷 秀一会員:池田ＲＣの皆様、ご無沙汰してお
ります。合同例会よろしくお願い
致します。
池田 吉清会員:お世話になります。
服部 潤承会員:合同例会よろしくお願い致
します。

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
✤お客様紹介✤

乾

奥村

禎則会員:山本ガバナーようこそお越し下
さいました。池田ロータリー
クラブ様、本日お世話になり
ます。
裕治会員:山本ガバナーようこそお越し下
さいました。池田ＲＣ様お世話
になります。

SAA

岸上

宏司

会員

山本

博史

様（国際ロータリー第 2660 地区ガバナー

宮里
木村

唯子
千恵

様（地区代表幹事/茨城西ＲＣ）
様（地区幹事/大阪北梅田ＲＣ）

東條

暁之

様（池田ローターアクトクラブ）

/大阪南ＲＣ））

(池田ＲＣ)

井上

裕子会長:山本ガバナー、宮里地区代表
幹事様、木村千恵地区幹事様、
本日はよろしくご指導お願い
致します。
柴田 宜孟幹事:山本ガバナー、宮里地区代表
幹事、木村地区幹事をお迎え
て。本日はよろしくお願い
します。
北野 紀之会員:山本ガバナー、よろしくお願い
します。いつもお世話にな
りありがとうございます。
岸上 宏司会員:山本ガバナーようこしお越し
下さいました。
奥村 昌也会員:本日の合同例会、くれはＲＣの
皆様よろしくお願い致します。
林
功会員:山本ガバナーようこそお越し
下さいました。昨日ある表彰
を受けました。
鶴原 英生会員:写真を頂いて。
名村研二郎会員:山本ガバナー、ようこそお越し
下さいました。ご指導の程
よろしくお願い致します。
豊田 修一会員:山本ガバナー本日は公式訪問
ありがとうございます。
よろしくご指導願います。
青柳
茂会員:配偶者誕生日。写真を頂いて。
南 みどり会員:皆様、本日はよろしくお願い
致します。

✤前回の卓話✤

『ガバナー公式訪問』

国際ロータリー 第 2660 地区
2018-19 年度
ガバナー 山本 博史 様
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ます。
しかし、ロータリー活動が全世界的なものである以上、
各地区の特性を活かしつつも、皆がロータリーの目的に
向かって足並みをそろえる必要があります。国際ロータ
リー（以下「RI」と略称）はロータリー全体を管理する
ための組織であり、その管理のために各地区に派遣され
ているのがガバナーです。この度、貴重な機会をいただ

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
きましたので、RI の方針、今 RI で議論されているこ

その数の倍増を求めました。もっとも、このローター

と、そして当地区の方針についてお話させていただきま

アクトについては、海外と日本とでは、RAC のおかれる

す。

状況が異なることもあり、当地区の実情にあった RAC
本年度の RI のテーマと目標

２

のあり方を検討し、提案するに留めるつもりです。

本年度バリー・ラシン会長（以下「ラシン会長」と略

RI が今後目指す方向については、①ポリオ撲滅の早期

称）のテーマは「BE THE INSPIRATION～インスピレ

実現、②会員増強と会員の高齢化ストップ、③ロータリ

ーションになろう～」です。インスピレーションという

ー財団の拡大、④公共イメージと認知度の向上、⑤ポリ

言葉は、ひらめき、思いつきといった意味だけでなく、

オ撲滅後のテーマの模索と、より強力なパートナーとの

周りの人々に生気を与える、息吹きを吹き込むという意

協力関係の構築の５項目がキーワードとなります。この

味があります。

点については、今後もできるかぎり皆様と情報を共有化

ラシン会長は本年 6 月のトロント国際大会のスピーチ
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

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、

行動します。なぜならロータリーは夢想家ではなく、実

価値観、組織風土を大切にしながら各クラブが、そして

行する人の集まりだからです。」と語りました。トロン

地区が発展していくよう、片山ガバナー年度、本年 4 月

ト国際大会でよく見かけた三つの標語「TRANSFORM…

に以下の地区ビジョンを策定し、また 2017-18 年度から

変えていこう」「PEAPLE OF ACTION…世界を変え

2021-22 年度に適用する地区中期５カ年目標を列挙して

る行動人」「CONNECT…ちからをつなごう」は、この

います。紙幅の関係上、地区中期５カ年計画は割愛しま

ラシン会長のスピーチのエッセンスです。

すが、重要な目標ですので、地区ウェブサイト等で是非

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

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

もいうべき「ロータリーの目的」（RI 定款第 4 条、標準

の特性にあった活動をすることにより具現化しま

ロータリークラブ定款第 5 条参照）を踏まえ、RI が 2010

す。

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

■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。

自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が

ラシン会長が掲げるテーマや目標、そして前記 2660

手を取り合って行動する世界を目指しています。」等、

地区のビジョンを踏まえ、当地区の本年度の方針は以下

これまで積み重ねてきたものの実践を働きかけるもので

の 10 項目です。

す。
ラシン会長は、本年度のテーマを実現するため、「ク
ラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重点化と増加」
「公共イメージと認知度の向上」という三つの優先項目

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。

を具体化する 11 の目標を打ち出しました。また、目標と

④会員基盤を増強してください。

して掲げられていませんが、ラシン会長はトロント国際

⑤ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメージ向上へ

大会の閉会式のスピーチでローターアクトを重要視し、

のチャレンジをお願いします。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
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。
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まることが難しいとい
う人たちもいます。他方、ジェネレーションギャップと
でも言うべき現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。

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

11 月スケジュール
7

水

3115 回例会

14

水

3116 例会（夜間例会）

義捐金ＢＯＸ
10月24日時点残高

クラブフォーラム➁

11月7日分
残高

21

日

休会

28

水

3117 回例会

135,544 円
830 円
136,374 円

ポリオプラス基金
10月24日時点残高

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
もみじ

11月7日分

561 円

残高

15,633 円

秋の夕日に照山もみじ
濃いも薄いも数ある中に
松をいろどる楓や蔦は
山のふもとの裾模様
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

15,072 円

ニコニコ箱の累計
1１月７日現在 494,000 円

11 月 28 日（水）例会

「

未定

」

卓話者

： 小川 健太郎
(デザイナー)

担

： 永田

当

大介

様

会員

