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2021-22 年度ＲＩ会長シェカール・メータ ■地区ガバナー 吉川 秀隆
■会長 林
功 ■副会長 名村研二郎 ■副会長 井上 裕子 ■副会長 鶴原 英生 ■幹事 林原みどり
■親睦委員長 笹川 哲士 ■広報･会報 吉岡 崇
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会長

林

功

本日は、国際ロータリー２６６０地区ガバナー吉川秀隆
様、地区代表幹事の早嶋茂様を、それも私共の親クラブから
お迎えしての例会となりました。
私の悪い癖で、ついつい人物紹介をしてしまうのですが、
吉川ガバナーは、タカラベルモント株式会社という、要は美
容と健康を手広くやっておられ、国際的に活動しておられる
会社の代表取締役会長兼社長でおられます。ロータリー以外
の受賞歴も旭日小綬章を含め国内外でたくさんお持ちです。
また早嶋地区代表幹事は、株式会社旭屋書店、あの大手書
店ですね、そこで長い間代表取締役社長をされ、現在では会
長をしておられます。
先ほど、吉川ガバナー、早嶋地区代表幹事に、当クラブの
実情をご説明申し上げ、種々の議論をさせていただきまし
た。特にコロナ渦における例会のあり方につきまして、私な
りにこれまでもいろいろと考えてきたつもりではあります
が、地区内における諸クラブの例会の実情を見ましても様々
な考え方があるようです。その点を含め、今年度は会長のデ
キが悪いもので、後の卓話でいくつかお叱りを受けるかも知
れませんが、地区の現状、クラブのあり方など、いろいろな
点でアドバイス、サジェスチョンを賜ることができればと考
えております。
そのようなアドバイス、サジェスチョンを真摯に受け止め
ながら、今年度の私のテーマであります、池田ロータリー、
変えるべきもの、変えるべきでないものについて、さらに考
えを進めて行きたいと思っております。

■副幹事 新見 香

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
『クラブフォーラム②』
担当者：

名村研二郎副会長

四つのテスト

１ 真実かどうか
明石

✤幹事報告✤
幹事

２ みんなに公平か

林原みどり

会員

（地区より）
①2022-23 年度テーマ幕提供について
（田中会長エレクト、橋本幹事エレクト）
（池田地区募金会より）
②歳末助け合い運動実施に伴う募金
のご協力について

巧会員：吉川ガバナー、ようこそ池田
RC にお越し頂きました。
名村研二郎会員：吉川ガバナー、ようこそお越
し下さいました。ご指導のほ
ど、よろしくお願いします。
豊田 脩一会員：吉川ガバナー、今日はありが
とうございます。よろしくご
指導の程お願い致します。
奥村 勝彦会員：皆出席のお祝いをいただいて。
林原みどり会員：吉川ガバナー、杉野地区幹事、
ようこそお越しくださいま
してありがとうございます。

（林会長）

✤お客さま紹介✤

✤出席報告✤
出席報告

木平

朝子

SAA 永田

会員

大介

会員

国際ロータリー第 2660 地区 ガバナー
吉川 秀隆 様（大阪 RC）

○出席数 18 名
○会員数 28 名
○出席率 64.28％

国際ロータリー第 2660 地区 地区幹事
杉野 利幸 様（大阪 RC）
〇前々々回 10 月 6 日（水）
補正出席率 89.29％

メーキャップ
橋本 昌也
新見
香

✤皆出席のお祝い✤
会員（10/27 池田 RAC）
会員（10/27 池田 RAC）
奥村

✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：新見
ニコニコ 担当：溝口
林

香
聡

会員
会員

功 会長：吉川ガバナー、本日はようこ
そお越し下さいました。どう
ぞゆっくりお過ごしくださ
い。

勝彦

会員

入会年月日
2013.11.6

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

『ガバナー公式訪問』
国際ロータリー第 2660 地区

吉川 秀隆

ガバナー

様

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

４ みんなのためになるかどうか
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。

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー
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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

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

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、

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。

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、私もガナバ
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。

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
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義捐金ＢＯＸ

1２月のスケジュール

11月10日時点累計

1

水

3207 回例会
クラブフォーラム
3208 回例会
年次総会
休会

8

水

15

水

26

日

クリスマス家族例会
（3209 回例会）

29

水

休会（第 5 週）

126,836 円

11月17日分

1,202 円

累計
長崎豪雨義捐金
累計

128,038 円
▲ 20,000 円
108,038 円

ポリオプラス基金

11月10日時点累計

9,710 円

11月17日分

794 円

累計

10,504 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ニコニコ箱の累計

ロータリー讃歌
こ こ ろ

ロータリー 奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー 徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

11 月 17 日現在

累計 519,000 円

12 月 8 日（水）例会

『今年の十大ニュース
来年の十大ニュース』
卓話者：豊田

脩一

会員

