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2020-21 年度

会長

奥村 勝彦

みなさんこんにちは。今日は 11/11 と 1 が四つ並ぶ日です。何かいい
ことがありそうな予感が致しますが、本日は先ほど、ご紹介がありまし
たように、ガバナーの簡様そして〇〇様、〇〇様をお迎えしての定例会
です。お三人様におかれましてはご多忙の中、ようこそお越しください
ました。会員一同心から歓迎いたします。普段通りの池田ロータリーク
ラブをお楽しみ頂け幸いです。これに先立ち簡様とは 1 時間ほど食事を
とりながら、懇談させていただきました。そこでは(・・?)
今日はまた簡ガバナーさんには後ほど、卓話をしていただくことにな
っており、大変楽しみに致しております。どうぞよろしくお願い致しま
す。
さて、先月の 30 日には延び延びになっていました新会員の新見さん
と奨学生の張さんお二人の歓迎会をがやっと開催することが出来、肩の
荷が下りた感じがしています。時節柄にも関わりませず多くの会員の皆
様にご参加いただきましたことは、お二人に対する強い歓迎の気持ちの
表れと私からも厚くお礼お礼申し上げます。またこの行事のために、奔
走していただきました暮部親睦委員長そして宮田会員には、会場を貸し
切りにしていただくなど、コロナ対策に万全をつくしていただきました。
あらためてお礼申し上げます。宮田社長様におかれましては御本社から
クレームが出ないようによろしくお願い致します。今日は月初の定例会
ですので、いろいろ行事がありますので、私の挨拶はこの辺で、失礼致
します。ありがとうございました。
(時間があるようなら)
話は変わりますが、今月に入り大阪人にとっては関心の高い「大阪都
構想」の住民投票とアメリカの大統領選がありました。前者については、
今は大阪市民ではありませんが、本籍が大阪市にある私としましては隔
靴掻痒の感がありましたが、なんとか大阪市が残ることに安堵していま
す。一方アメリカ大統領選につきましては結果はどうであれ、あれだけ
国民が熱狂できることを、日本の総理大臣の選ばれ方とを比較し、アメ
リカ国民を羨ましく思いました。私たち少なくとも私は、菅さんを選ん
だという実感は全くありません。今回の選挙でアメリカの民主主義を偉
い先生方はいろいろ批判していますが、民主主義故の混乱ではないかと
私は思います。そんな時内閣に対する支持率調査の発表がありました。
僅か 1200 人くらいの回答の結果ですが、問いに信頼できるかどうかが
あります。その答えが、他の人よりましという回答が最も多いですが、
これをどう判断しますか？まず信頼できるかどうかもわからないのに他
の人よりましという回答を用意する方がおかしいような気がします。日
本の総理大臣もいつの日か国民の直の投票で決まるような時代が早く来
るようになってほしいものです。

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
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
「コロナ後、
台湾を再発見」
卓話者:

米山奨学生
張 亦瑾 様

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✤
林
幹事

北林

寛崇

会員

（地区より）
①恒久基金認証対象者調査への御協力
のお願い
（奥村会長、北林幹事）
②国際ロータリー第 2660 地区
ガバナーノミニー・デジグネート選出
についてのご通知
（奥村会長）
③国際ロータリー第 2660 地区
2020-21 年度地区大会「表彰」ご登壇
のお願い
④ロータリーレートのご案内
（会員各位）
1 ㌦ 104 円

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：橋本
ニコニコ 担当：幸田
徳永

昌也
伸明

会員
会員

昭夫会員：配偶者誕生日のお祝いを頂い
て。いくつになるんでしょう
かね？
橘高又八郎会員：結婚記念日のお祝いを頂いて。
明石
巧会員：本人誕生日のお祝いを頂いて。
山口 正之会員：結婚記念日のお祝いを頂いて。
岸上 宏司会員：配偶者誕生日のお祝いを頂い
て。
吉岡
崇会員：簡ガバナー、ようこそいらっ
しゃいませ！
奥村 昌也会員：配偶者誕生日のお祝いを頂い
て。

功会員：ガバナー公式訪問、ようこそ
いらっしゃいました。すみま
せん！今日は例会前後で公
務が重なってしまいました。
早退のお詫び。
鶴原 英生会員：配偶者誕生日のお祝いを頂い
て。
永田 大介会員：簡仁一ガバナーをお迎えして。
前田地区幹事、地区ローター
アクト委員会以来の再会で
した。よかったです。
柴田 宜孟会員：本人誕生日、配偶者誕生日の
お祝いを頂いて。簡ガバナー
ご指導よろしくお願いしま
す。
名村研二郎会員：簡ガバナー様、ようこそ池田
ＲＣにお越し下さいました。
本日の卓話楽しみにしてお
ります。よろしくお願い致し
ます。
笹川 哲士会員：本人誕生日のお祝いを頂いて。
今月 19 日で６５歳になりま
す。年齢は毎年１つずつ増え
ていきますが、困ったことに
私の場合、心は少年のままで
おります。
木平 朝子会員：配偶者誕生日のお祝いを頂い
て。本日はありがとうござい
ます。
田村 大輔会員：簡ガバナー様ようこそお越し
くださいました。本日はよろ
しくお願い致します。
新見
香会員：素晴らしい歓迎会を開催頂き、
ありがとうございました。

３ 好意と友情を深めるか

井上
木平

✤お客様紹介
ＳＡＡ
簡

岩上

仁一

前田

田中

４ みんなのためになるかどうか

孝史

博之
公平

様
様

会員

様（茨木ＲＣ）
国際ロータリー第2660地区
ガバナー

高幸 様（茨城西ＲＣ）
国際ロータリー第2660地区
地区幹事

要之助 様（大阪東淀ちゃやまちＲＣ）
国際ロータリー第2660地区
地区幹事

*結婚記念日*
橘高又八郎 会員
山口 正之 会員
奥村 昌也 会員

✤11 月のお祝い✤
*本人誕生日*
明石
巧 会員
柴田 宜孟 会員
笹川 哲士 会員

指名委員会よりご報告

*配偶者誕生日*
徳永 佳子 様
岸上小夜子 様
鶴原 洋子 様
柴田 優子 様

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、皆様
にご報告させていただきます。

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
クナーク会長は、このテーマについて、ロータリ

次々年度会長
田中 孝史
次年度副会長
井上 裕子
次年度副会長
名村研二郎
次年度幹事
南 みどり
次年度会計
北林 寛崇
次年度会場監督（ＳＡＡ）永田 大介
次年度奉仕活動委員長
奥村 勝彦
次年度理事
近藤 秀一
柴田 宜孟
暮部 光昭
橋本 昌也

ーがクラブに入会するというだけではなく、「無限
の機会への招待である」という思いを込めた、と語
っておられます。
「奉仕プロジェクトを通じて会員自身や受益者
の人生をより豊かにするための道を開くのがロー
タリーである」と力説され、「ロータリーは、リー
ダーシップの機会、奉仕のアイデアを実行に移すた
めに世界を旅する機会、そして生涯続く友情の絆を
築く機会を与えてくれる」とも述べられました。
そのうえで、「私たちのあらゆる活動が、どこか
で、誰かのために機会の扉を開いています」と強調

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９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。

されました。
このRI会長のテーマに基づき、2020-21年度第
2660地区の年次目標を6項目掲げました。
1.会員基盤の強化
年代、職業、男女の別いずれにおいても、多様な
会員を受け入れる柔軟性と、ロータリーの基本的な

✤前回の卓話✤

【ガバナー公式訪問】

価値観を再認識し、クラブのあり方を方向づける
「クラブビジョン」を作成しましょう。問題意識を
共有し、会員の退会を防ぐ姿勢を、だれもが持ち続
ける必要があります。
2.ポリオの根絶
現在、ポリオウイルス株の2型、3型は根絶され、
あとは１型だけです。日本時間8月26日に、WHO
が、アフリカでポリオが根絶されたと宣言しました。
これにより、ポリオの常在国は、アフガニスタンと
パキスタンの2か国だけとなりました。ポリオの発
症がどこかで起きている限り、感染の危険は世界中
の子どもに及ぶことになります。世界中で根絶され
るまで活動を続けていきましょう。

簡 仁一

ガバナー

（国際ロータリー2660地区ガバナー）

3.青少年の活動を支援
未来を担う若い世代を支援し、リーダーを育てる
ことは、ロータリアンの使命です。当地区は、イン

ホルガー・クナークRI会長テーマ

ターアクト、ローターアクト、青少年交換、ライラ、

「Rotary Opens Opportunities」～ロータリーは機

米山奨学生、ロータリー学友などの青少年プログラ

会の扉を開く～

ムに積極的に取り組んでいます。ロータリアンと青

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」
少年がともに活動できる奉仕の機会を、さらに作
っていきましょう。

② 誇りと自信を持って
ロータリーで、私は、多くの尊敬できる先輩の皆
さん、多くの信頼できる友人を得ることができまし

4.ロータリー財団活動の推進

た。一人ではなかなかできない奉仕活動に取り組む

ロータリー財団は、ロータリーの奉仕プロジェク

ことができ、その活動を通して、大きな感動を得る

トを支える柱です。年次基金は、3年後の奉仕活動
の資源となり、恒久基金は将来のロータリー活動を

こともできました。
こうした素晴らしい集まりの会員であることに

担保し、ポリオ基金はウイルスとの闘いの象徴です。 改めて意識を向け、ロータリアンとしての誇りと自
ご理解いただき、ご協力をよろしくお願いします。

信を、皆さんに持っていただきたいと思います。

5.米山記念奨学会活動の推進

③ 未来をつくる

日本と海外との懸け橋となる米山奨学生の支援

時代に対応する多様性、柔軟性、適応力がなけれ

をお願いします。4月から継続を含めて、49名の米

ば、ロータリーの未来を創っていくことはできませ

山奨学生が、皆さんのクラブでお世話になっており

ん。例えば、SF映画のように、過去に戻って、今を

ます。未来を担う若い力を応援してください。

変えることはできないのです。
しかし、未来は、私たちの手の中にあります。私

6.IT化の推進と公共イメージの向上

たちが、未来をつくっていくことができるのです。

IT化は避けては通れません。My Rotaryの登録、
クラブセントラルの活用をぜひ、よろしくお願いし

私は、こう呼びかけたいと思います。

ます。ロータリーについて知ってもらうための一番
の広告塔は、ロータリアン自身です。会員以外の人
にも、ロータリーに親しんでもらう機会をつくって
いきましょう。

ロータリーの基本を再認識してください。
ロータリアンとしての誇りと自信を持ってく
ださい。
そして、一緒にロータリーの未来をつくって

私は、地区スローガンを決定するにあたって、3

いきましょう。

つのことを考えました。
そこで、地区スローガンは
①

基本の再認識を

ロータリーは変わったのか、という声をよく耳に
しますが、私はそうは思いません。2019年-20年度
の新しい標準ロータリークラブ定款は、表現が多少

「Back to the Basics and Fly to the Future」
(ロータリーの基本に戻って、新しい未来へ）
の意味を込めて

異なっているとはいえ、基本となる考え方は従来と

BACK, To the FUTURE

同じです。それは、すなわち、四つのテスト、超我

～基本に戻って、未来へ～

の奉仕、中核的価値観といったロータリーの価値観

とさせていただきました。

です。
そして、ロータリーは、こうした価値観を共有す

これから一年間、クラブの皆さまとともに、基本

る人たちの集まりであり、だからこそ、確かな信頼

を見つめ直して考え、歩んでまいりたいと思ってお

関係が築かれているのです。今こそ、ロータリーの

ります。

基本を再認識しましょう。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

11 月のスケジュール
4

水 休会（祝日週）

11

水

3182 回例会
ガバナー公式訪問

18

水

3183 回例会

25

水

休日（第 5 週）

ポリオプラス基金

10月28日時点累計

10,138 円

11月11日分

570 円

累計

10,708 円

12 月のスケジュール
２

水 3184 回例会

義捐金ＢＯＸ

クラブフォーラム②
９

水

3185 回例会
年次総会

16

水

休会

21

月

3186 回例会

10月28日時点累計

135,141 円

11月11日分
累計

902 円
136,043 円

クリスマス家族例会
23

水

年末休会

30

水

休会（第 5 週）

ニコニコ箱の累計
11 月 11 日現在

490,000 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
日も風も星も
さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ 出掛けよう
日も風も星も ラララ光るよ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

12 月 2 日（水）例会

「クラブフォーラム②」
担当者：鶴原

英生

副会長

