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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

本日の例会

次回の例会

第1858回例会 令和 4 年 8 月22日
今週の歌 「Imagine」
卓
話 浄土真宗の教え
「正信偈（しょうしんげ）について」
浄土真宗本願寺派 來光寺
住職 本田 智生 様

第1859回例会 令和 4 年 8 月29日
今週の歌 「我らの生業」
卓
話 「私の人生

（今まで歩んで来た事を伝えます）」

家村 武志 パスト会長

前回の記録
会長挨拶

伊藤会長

未だ、コロナ感染が拡大しています。
現時点で感染者数1,410万人、死亡者数33,000人ほど
です。大阪府の感染者が149万人、人口882万人、感染
率約17％です。
集団免疫を獲得する方法で考えると感染率80％が目
安となります。日本の人口 1 億2,580万人、約 1 億人
が感染する必要があります。既に1,410万人が感染し
ていますので、残り8,600万人となります。
1 日の感染者数23万人として、約 1 年後に集団免疫
が獲得できる計算になります。
高齢者・妊婦・基礎疾患のある方はワクチンを打
ち、行動制限をせず集団免疫を獲得することが一番近
道ではないのかと考えてしまいます。
専門家ではないですが、どうなんでしょうか。
早くコロナが収束してほしいと願っています。
そして、私が最近気になる話題です。
アップルがEV車を開発・販売、早ければ2025年に
発表？？ つい最近のニュースですが、ランボルギー
ニの元開発責任者が入社。
そろそろ、本気でテスラを追いかけることになるのか？
世界はEV車へシフト、脱炭素へ向かっています。

現在、トヨタが世界一の販売台数です。
しかし、これからEV車となると……。
既存の自動車会社がキープレイヤーのまま君臨する
のか？ 時価総額、利益ではアップルに勝てることは
ないでしょう。
テスラにも時価総額を大きく引き離されました。
優秀なエンジニアが働きたい会社はどこか？
既存の自動車会社はエンジン開発者の活用は？
既存のディラーの活用は？
テスラは直販モデルですので、ディーラーは必要あ
りません。
IT業界に長くいると、これにそっくりなケースが
あることに気づきます。
昔、パソコンメーカーが多く、各メーカーが独自仕
様のパソコンを販売。
特に日本ではNECが圧倒的に強かった時代が続き
ました。
マイクロソフトのWindows95が出荷され、共通仕
様のパソコンが主流となり、直販モデルで安価なパソ
コンが登場、一気にキープレイヤーが変わってしまい
ました。
2004年、IBMは世界一だったパソコン事業を中国へ
売却しています。
EV車に当てはめると、日本の自動車会社が壊滅的
な状況に追い込まれる可能性が考えられます。
日本の家電メーカーが弱くなり、次は自動車が弱く
なれば日本経済に打撃を与えること間違いないでしょう。
さあ、皆さんはどう思われますか？
それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思います。
またまた、油について、どんな油がいいのか？
前々回、サラダ油は身体に悪いとお伝えしました。
身体にいい油は熱を加えてもほとんど酸化しない油
です。固まる油が良い、冷やすと固まる油です。
ココナッツ油やバターです。
バターは特に牧草牛のバターが好ましいです。
私は毎朝、コーヒーに牧草牛のバターを入れて飲ん
でいます。ご参考にして下さい。

ゲスト紹介 親睦活動委員会 佐々木委員

青少年奉仕委員会

福原委員長

8 月17日に大池地区公民館の青少年講座として、当
クラブが寄贈した「ジャンボ将棋」使用した「校長先
生・教頭先生と遊ぼう」が開催されます。場所は江坂
大池小学校体育館、時間は14時～15時30分です。当ク
ラブとしては、社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会の
合同で、協賛という形で

当日の運営のお手伝い、記

念品の贈呈等を行います。お時間のある方はお手伝い
をお願いします。
本日はゲストスピーカーとして大阪西南ロータリー
クラブ

古澤みちよ様にお越し頂いております。本日

クラブ奉仕員会

榎原委員長

2022年 7 月29日にクラブ奉仕炉辺談話を江坂のイタ
リア料理ボッチデビッラで行いました。コロナ禍もあ

の卓話宜しくお願いします。

幹事報告

橋本
（芳）
幹事

り少人数となりましたが地区中期 3 ヶ年目標と会員増
強について忌憚のない意見交換を行いました。出席者
は井伊パスト会長・村井パスト会長・橋本（徹）パスト
会長・橋本（芳）幹事・西村会員・紙谷会員・木下会
員・堀会員・坂本会員・橋本（幸）会員・福原会員・
榎原の12名でした。
地区ビジョン・地区中期 3 ヶ年目標が今年度少し変
更になったのでそれについて意見交換をしました。
会員増強についてはなるべく地元の有志や企業など
の特に女性への声かけや、商工会議所青年部や青年会
議所のOB・OGを勧誘していく。ただ事前に必ず入会

1 ．ロータリー日本財団より、2022年 3 月に寄付した
方の確定申告用寄付金領収証をBOXに入れました。
2 ． 8 月12日
（金）
から 8 月17日（水）まで事務局はお盆
休みです。急用のある方は、幹事（橋本芳信）まで
ご連絡をお願いします。
3 ．来週 8 月15日
（月）は、例会休会日です。お間違え
の無い様宜しくお願い致します。

出席報告
●会

員

数

出席会員数
●来

客

という意見がありました。

ニコニコ箱

出席委員会

●大阪西南ロータリークラブ

島倉委員長

3 名）

本日の出席率

89.19％

● 7 月25日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

古澤みちよ様

女性会

員を是非増強して下さい。
●橋本（徹）パスト会長
●瀧川（健）会員

8 月 6 日、福岡にて剣道七段

近藤委員長

8 月25日
（木）
午前10時から午後 4 時まで、日本赤十
字社に協力して献血活動をビケンテクノ様のご協力の
もと駐車場で献血車が来て実施されます。

妻の誕生日祝い、ありがとうござい

ました。
●本田会員

33名（内Web出席

荻田SAA

合格致しました。

41名
1名

審査の調整を実施してスムーズな入会案内を行うべき

ランドマーク株式会社、紙谷会員ありが

とうございます。
●榎原会員

誕生月プレゼント、ありがとうございま

した。
●仁科会員

結婚記念日のお花、ありがとうございま

す。
●家村パスト会長
●木下会員

無断欠席のおわび。

本日は古澤様、卓話をよろしくお願い致

します。

ご案内チラシは、皆様のボックスに入れておきます。

本日のニコニコ箱

38,000円

献血のご協力よろしくお願い致します。

累計のニコニコ箱

213,000円

けるよう努力しましょう。

野球同好会

清水
（大）会員

野球部練習日程
・ 8 月11日
（木・祝） 9 ：00～11：00
山田野球場
・ 8 月27日
（土）
9 ：00～11：00
山田野球場
山田野球場内に駐車場がありますのでご利用ください。

大阪西南ロータリークラブは1994年 2 月に 4 名の女
性会員が大阪商工会議所から入会したことから始まり
ました。女性会員が入会すると良いことがたくさんあ
ります（男性会員の意見）
①例会が明るく華やか
②委員会活動が和やか
③男性と女性では気づくことが違い活動の幅が広が

卓

る

話

④異性がいることで良い意味でお互い気を遣い合う
⑤飲み会も楽しい！

多様性のあるクラブづくりへ

大阪西南ロータリークラブの女性会員は、活動を続

「女性会員を増強しよう」
大阪西南ロータリークラブ

古澤みちよ 様

2020年よりコロナ禍での第2260地区の会員数は減少
傾向にあり、これは入会者数が頭打ちであることに起
因する。個々のクラブでは、時代の変化に応じた対応
が必要とされ、魅力あるクラブ作りが必要とされている。
この状況を踏まえ、吹田西ロータリークラブ様では
現在 0 である女性会員の増強を目的とし、この卓話を
させて頂くこととなった。
現在RI会長ジェニファー E. ジョーンズ氏、第2660
地区ガバナー宮里唯子氏は女性会員の代表的な存在で
あり、女性が活躍する時代であると言える。個々の
ロータリークラブにとっては、会員数の増加を目的と
するだけではなく、その活動内容においてもキーポイ
ントになることは間違いない。
世界の女性会員比率は平均25%であり、RACでは
51% に 及 ぶ。大 阪 西 南 RC で は 女 性 会 員 比 率 24%、
RAC44%であり、ほぼ世界標準と言えると思う。今
や、女性会員無しでの活動は成り立たず、青少年奉
仕・社会奉仕・国際奉仕において、そしてクラブ運営
においても重要な存在となっている。
この事例を見つつ、女性会員の具体的な増強方法を
探っていきたい。
⑴ロータリーの友 8 月号特集では日本の女性会員の意
見が掲載されており、是非ご一読をお願いしたい。
そして女性の悩みや入会の壁になっていることに理
解を示していただきたい。
⑵周りの女性に目を向けましょう。例えば、「家族が
ロータリアン」
「他の会で一緒の女性経営者（商工
会議所・青年会議所・同友会など）」
「趣味を同じく
する女性」
「仕事仲間の女性」など。
⑶思い切って例会に招待しましょう。お友達と一緒に
2 人以上呼ぶと効果的。
⑷例会に来てくださった方を心から歓迎しましょう。
増強委員長の活躍に期待。クラブ全体で連携をとっ
て声かけを。
女性の70%は女性会員がいた方が入会しやすいと感
じています。まずは最初に最低 2 人、入会していただ

ける理由として、
①とにかく楽しい
②通常出会えない方と知り合え勉強になる
③尊敬できる方がいる
④卓話の時間が楽しみ
⑤仲の良い友人がいる
⑥会員の皆さんが優しく親切
⑦いろいろなことが相談でき助け合える
をあげています。
ポジティブに考え、増強してみましょう。ご成功を
お祈りします!!

ご清聴ありがとうございました

イマジン ロータリー

大阪西南RC古澤みちよ様へ記念品贈呈

8 月11日

7 月29日

炉辺談話

8月8日

例会風景

野球同好会練習

