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会長挨拶	 杦本会長

本日は、吉川秀隆第2660地区ガバナーをお迎えして

おります。

吹田西ロータリークラブへようこそいらっしゃいま

せ！

国際ロータリー会長のシェカール・メータさんの本

年度テーマ「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにする

ために」を受けて、「奉仕しよう　地域の人達を豊か

にするために」を私のテーマとしました。

吉川ガバナー様へ、吹田西RC活動計画を少しだけ

ご紹介させて頂きます。

コロナ禍においては、なかなか国際奉仕活動が難し

い状況ではありますが、我が吹田西ロータリクラブで

は、2007年から、小林 哲パスト会長のご尽力で、タ

イのナコンパノム県に「冷却装置付き飲料水浄化装

置」を設置する事業を始められました。今年で14年の

継続事業となっています。毎年代表団を派遣して、贈

呈セレモニーを行ってきましたが、昨年と今年はコロ

ナ禍により、海外への渡航を控えておりましたため、

浄水装置の贈呈のみとなりました。私自身も2015年に

代表団の一員としてナコンパノム県に行ってきました

が、現地の子供たちのはじけるような笑顔を覚えてい

ます。これまでに29校への寄贈を行っており、本年

は、 1校の設置で30校目となります。

これからも現地の子供たちが安心してきれいな水を

飲めるよう、事業を継続していきたいと計画していま

す。

また、コロナ禍では、身近な地域活動に重きを置き

活動をしようと計画しています。

2014年から青少年奉仕活動として、「大相撲 木瀬部

屋」の力士たちによる大相撲体験教室を、吹田市内の

小学校でおこなってまいりました。

本物の力士たちを目の前にすると、子供たちは「す

ごい、おおきい！」と大きな歓声を上げ、力士との対

戦では、大歓声で仲間を応援し、子供たちと一緒に昼

食も食べました。

テレビで見るより、自分の目で見て体験すること

で、相撲への興味が湧いてきたようです。

コロナ禍でいろいろな制限がありますが、子供たち
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に素晴らしい体験を届けられるよう、今年も、継続し

て行っていきたいと計画しています。

また、今年から社会奉仕事業として、地区補助金を

使用して、ジャンボ将棋がスタートします。ジャンボ

将棋とは、将棋盤を模した大きなマス目のシートの上

で、大人の顔程もある大きな駒を使って対戦する、将

棋大会で、大人気の競技です。吹田市は名人・阪田

三吉ゆかりの地であり、また、19才の藤井聡太君のお

かげで子供たちも将棋に興味をもっています。

大きな将棋盤と大きな駒でチーム戦をするのです

が、大人顔負けの駒運びをする子もおります。頭と

体、どちらも使うジャンボ将棋を、吹田市から広めて

いきたいと計画しています。

どの事業にも言える事ですが、人と人とのつながり

大事だと強く実感しております。

物品を差し上げるだけ、イベントを手配するだけで

はなく、現地に赴き、人と交流することで、心に残る

事となります。これからも色々な活動を通して、ロー

タリーの精神を伝えていこうと考えています。

ゲスト紹介
	 クラブ奉仕委員会　清水（良）委員長

本日のお客様は国際ロータリー第2660地区ガバナー

の吉川秀隆様（大阪RC）と、地区常任幹事の小泉祐助

様（大阪RC）にお越し頂いております。本日は宜し

くお願い致します。

幹事報告	 木下幹事

1 ．吉川ガバナーをお迎えして

　�本日は、国際ロータリー第2660地区2021－22年度

ガバナー吉川秀隆様（大阪RC）並びに地区常任

幹事小泉祐助様（大阪RC）、我が吹田西ロータ

リークラブへ、ようこそお越し頂きました。改め

まして、宜しくお願い申し上げます。

　�会員の皆様、ガバナー公式訪問日ですがこのよう

な形の例会開催で申し訳御座いません。

　�吉川ガバナーと今年度理事役員のみで記念撮影を

させて頂きました。ご報告申し上げます。

2．�9 月に結婚記念日をお迎えになられる会員様にお

祝いのお花をお送り致しました。おめでとうござ

います。

3．地区大会のご案内をお配りしております。

　�Webでご参加の会員様は 9 月の会報とともに今

月末、各事業所又はご自宅にお送りさせて頂きま

す。よろしくお願い申し上げます。

4．�来週の例会は休会・再来週の例会終了後に理事会

開催の件

　�来週 9月20日は敬老の日のために例会は休会です。

　�また再来週 9月27日の例会終了後に第七回（九月

度）理事会が開催されます。

　今年度の理事の皆様、宜しくお願い致します。

5．緊急事態宣言が延長された件

　�本日もメールでご連絡致しましたが、緊急事態宣

言が延長されました。くれぐれもお身体をご自愛

頂きますようよろしくお願い致します。

　�また、宣言解除予定で通常例会が開催される予定

日が10月 4 日です。この日は秋の家族例会を予定

しております。宣言の延長の動向を見ながら、随

時ご連絡させて頂く所存です。清水良寛クラブ奉

仕担当理事並びに福原親睦活動委員長、ご案内等

よろしくお願い申し上げます。

6．�先週号会報の<今週の歌>で「結婚しようよ」に

なっていましたが、ガバナー訪問日の為、ロータ

リーソンング「我らの生業」に変更しました。掲

載間違いです。

　�今週の<今週の歌＞が「結婚しようよ」です。ゴ

メンなさい。



出席報告
	 クラブ奉仕委員会　清水（良）委員長

●会　員　数　43名　

　出席会員数　37名（内Web出席　22名）

●来　　　客　 2名　　本日の出席率　97.37％

●�※コロナ禍によるメーキャップ規定により 9月 6日

の出席率は100％

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（大阪RC）

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㈱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。

卓　　　話

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。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、



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

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。

吉川　秀隆�ガバナー


