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2021-22年度 国際ロータリー会長 シェカール・メータ 

国際ロータリー第 2660 地区 2021-22年度ガバナー 吉川秀隆  

4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 

◆次回の例会プログラム◆ 
２０２１年 9月 30日（木） 第 2488回例会 

   フォーラム： 戦略計画委員会 
                      Zoom 例会 

◆前回例会◆ 
 2021年 9月 2日（第 2485回例会） 

ハイブリッド例会  
（出席報告）     
 会員数 27名 出席者 19名 
 出席率 76％   
 ゲスト RI2660 地区ガバナー 吉川 秀隆 様 

      地区常任幹事   小泉 祐助 様 
  箕面青年会議所  堀江 優 様 

米山奨学生    イアン パンニャー 様 
  
※2021年 9月 9日(第 2486回例会)は臨時休会  
 

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

本日の例会は記念すべき例会です。吉川ガバナーを

公式訪問として例会にお迎えすることができ、そして

その日に新入会員の山根ひとみさんの入会式を執り

行うことができ、また本日は箕面ロータリークラブ初

のズームとリアルのハイブリット例会です。このため

にご尽力いただいた山本幹事、事務局 永島様には心

より感謝申し上げます。 

さて新入会員の山根さんについては皆さまに多くを

語る必要はないとは思いますが、箕面ロータリークラ

ブの事務局として長年ご尽力いただき、箕面市議会議

員選挙へのチャレンジのため、事務局をご勇退され、

約 1年前に見事にご当選を果たされ、そして本日から

会員として改めて我々の仲間に加わっていただくこ

とになりました。このような華々しいルートで当クラ

ブにご入会いただくことがあったでしょうか。ご入会

までご尽力いただいた青会員、庄司会員にも心より感

謝を申し上げます。山根さんは箕面ロータリークラブ

を知り尽くしておられる方でありますし、周りを明る

くさせる存在、今後の当クラブの運営に力をお貸しい

ただきたいと存じます。 

 

さて、皆様には繰り返しお伝えしておりますが、今

期の箕面ロータリークラブのテーマは「変わらないも

の、変えてはいけないもの」です。このテーマは現在

の非常時・変革を否応なく強いられる今だからこそ、

タイムリーに輝きを放つテーマだと思い選びました。

皆様にとって、普段の生活やお仕事で変わらないもの、

変えてはいけないものはたくさんお有りかと存じま

す。我々が日々変わらないもの、変えてはいけないも

のと思っている事柄は、概ね良い事柄だと思います。

それをなぜ変わらない、変えてはいけないと思ってい

るのかを掘り下げていくことで、そこに良い気づきが

あるのでないかと思います。 

私が仕事やお付き合いのなかで、変わらず、ずっと

意識して続けていることがあります。それは、当たり

前のことかもしれませんが、仕事で報酬が振込された

場合、必ず電話またはメールで御入金のお礼の連絡を

お客様にすること、そして今は機会がなくなりました

が、目上の人に食事をごちそうになった明くる日には

必ずメールではなく、お礼の電話をするということで

す。当たり前のことなのですが、これはなぜずっと意

識して変わらず行っているのか、という理由が大事で

す。 

御入金のお礼の連絡については、積水ハウスに勤務

時代のお客様にお叱りを受けたことが原因です。当時

20 代の私は振込先の書いたカードをお客様にお渡し

し、総務から入金連絡を受けるのみでした。銀行の振

り込みシステムだから確実なので、入金確認とお礼の

電話などお客様にしたこともありませんでした。ある 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２１年 9月 16日（木） 第 2487回例会 

    卓話： 山根ひとみ 会員 
                       Zoom例会 
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日 1人のお客様から「客からの入金を確認したら、担 

当者はお客さんにすぐに入金確認の連絡と御礼をしな

いといかんぞ！お客さんは本当に着金しているか心配

してるねんぞ！」とお叱りをいただきました。その出

来事から今まで、仕事に当たって入金の御礼連絡はず

っと欠かさず続けています。連絡を受けたお客様も絶

対悪い気はしないはずです。 

 また当たり前ですが、目上の人に食事をごちそうに

なった時の明くる日の御礼のことです。これは私が 30

代で、ちょうど山本幹事と同じ年のころ、積水ハウス

時代の上司から叱られた経験が原因です。当時の支店

長とは昔からの上司部下の親しい関係で、同じ支店の

数名と支店長に食事をごちそうになりました。親しい

間柄ですし、支店長自身も会社の経費で食事をしてい

るのだから次の日にわざわざ連絡をしなくても良いだ

ろうと思っていたら、「何で御礼の電話もしてけえへん

ねん」とお叱りを受けました。その時はあまり仕事も

うまくいっておらず、クレームを抱えていた時期だっ

たのですが、「そういう態度や気持ちが仕事の悪循環を

生んでいるのと違うか」ともお叱りを受けました。本

当にそうだと思いました。 

 叱られた側というのはとても鮮明にインパクトが残

るものですし、叱られたことによって行動の変化が起

き、それから変わらない良い習慣に発展したのです。

パワハラなどと言われ正しく叱ることが憚られる昨今

ではありますが、改めて大切な人に行動の改善を促す

意味をもって、「叱る」ということの大切さを思い返し

ました。ロータリークラブの諸先輩方におかれまして

も、クラブの運営に関し、未熟な私と山本幹事に何か

お気づきの点ございましたら何なりとお叱りいただき

たいと思っております。 

 自分が大切にし、変わらない、変えてはいけないと 

思い込んでいるのは案外、他人の影響を受けているこ

とが多いのかもしれません。 

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

・9月の例会 

9月 9日 臨時休会 

   16日 Zoom例会 卓話 山根ひとみ会員 

   30日 Zoom例会 フォーラム（戦略計画） 

・大阪プロバスクラブ会報の受領と、箕面 RCを友好    

 クラブと記載することについて、8/2理事役員会に 

て承認 

 

◆理事役員会報告◆  9月 2日 第 5回理事役員会 

審議事項 

 ・9月の例会開催について 

   →幹事報告の通り決定 

 ・「第 10回箕面市民ゴルフ大会」協賛について 

   →承認 

 ・「2021.08佐賀・長崎地区豪雨災害」募金について 

    →承認（次回例会時に募金箱をまわす） 

 

◆ＳＡＡ報告◆      ＳＡＡ代理  片山 秀樹 

ニコニコ 

青 敬祐会員：新 1 年生おめでとうございます。 

浦  収会員：吉川ガバナー有難うございます。山根さん、 

       これからよろしくお願いいたします。 

上島一彦会員：吉川ガバナーようこそおこし下さいまし

た！山根会員の入会、うれしいです！ 

芝野弘三郎会員：吉川ガバナーようこそ！！ 

        小泉地区幹事ようこそ！！ 

黄堂泰昌会員：吉川ガバナーようこそ。小泉地区常任幹事、

ようこそ。山根さん、入会おめでとうござ

います。 

西脇 悟会員：早くも 9 月ですね！ 

山根ひとみ会員：宜しくお願い致します。 

木村知也会員 

米山奨学会 

片山秀樹会員：吉川ガバナー、本日はよろしくお願いいた

します。  

木村知也会員、浦収会員、芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員 

西脇悟会員 

ロータリー財団 

川端崇且会員：吉川ガバナーようこそ。山根さん、入会お 

めでとうございます 

黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、浦収会員、西脇悟会員、

木村知也会員 

 

◆箕面青年会議所『箕面から始まる 100キロウォーク』 

 のご案内      箕面青年会議所 堀江 優 様 

 

『箕面から始まる 100キロウォーク』 

 2021年 10月 30日（土） 9：30～ 

     10月 31日（日）15：00 
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◆山根ひとみ様 入会式◆ 

山根ひとみ様の入会式を執り行いました。吉川ガバ

ナーより金色の会員章と浦会長より『四つのテスト』

『ロータリーの目的』の額を授与された後、青会員

より山根様のご紹介、そして山根様のご挨拶とつづ

き、入会式も無事終了しました。 

山根様、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆米山奨学金授与◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 イアン パンニャー様 

 

◆9月のお誕生日◆ 

  9月 4日 尾崎夏樹会員（欠席） 

    24日 高橋太朗会員（Zoom参加） 

 

 

◆卓話◆   

  国際ロータリー第 2660地区ガバナー 吉川 秀隆様 

 

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。 
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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。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

めと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。 

 

 


