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会長

高島ガバナーようこそいらっしゃいました。先ほど、高島ガ
バナーと副会長、幹事、私の 4 人で約 1 時間の懇談の場を作
っていただきました。引き続いての例会となりますが、よろ
しくお願いいたします。

今

週

の

動

さて、政治の世界では大きな動きがありました。きょう衆議

き

院が解散され、来月 16 日に総選挙が行われることに決まった
◇12/4（火）2012-13ＧＳＥチーム受け入れに関する
ＩＭ１組２組第 1 回打ち合わせ会議
於：ホテル阪急エキスポパーク「緑樹」

ようです。摂津市のある大阪 7 区、現職の方、前職の方、ま
た新人の方、どなたが当選するのか分かりませんが、当クラ
ブでは新年例会の後の家族親睦会に前回、前々回と現職の方
と前職の方のお二人に案内を差し上げております。今回も前

次週例会予定

12 月

回同様に案内を差し上げることになっていましたが、果たし

7日

てどのタイミングで案内を出せばいいのか、今迷っていると

◇卓話「私の終戦、前後の子供時代」

ころです。いずれにしましても来月の総選挙において国民の

木原会員

皆さんが賢明な判断をされて出た結果が、日本の将来にとり
まして良い結果となるよう期待しています。
今月はロータリー財団月間です。ただ今みなさんに寄付をお
願いしているところですが、米山記念奨学会への寄付と同様

会
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目標を定めています。おかげさまで、米山記念奨学会への寄
付目標（1 人 2 万円以上）は達成することができました。あ

率

75.68％

５名
修

席

に、ロータリー財団への寄付につきましても年度当初に寄付

りがとうございました。ロータリー財団への寄付目標は 1 人
150 ドル以上、ベネファクター1 名としていますので、こちら
の方もご協力をよろしくお願いします。
それから、ロータリー財団の補助金システムが全面的に変わ
ります。ＦＶＰ（Future Vision Plan）が次年度から実施さ
れます。

これまでにセミナーが 3 回実施され、私も出席してお話を

ロータリークラブに入会して、ロータリーライフを充

聞きましたが、先月に行われた 3 回目のセミナーで、よう

分に楽しみ、この組織の将来についてお考えになった

やく何とか理解できそうな気になってきました。本年度は

ことがおありかと思います。ロータリークラブは未来

準備年度ということですが、本年度中の遅くとも来年早々

に続くものと信じていますし、皆様方もそう願ってい

には具体的な計画を立案して、その後地区の方へ申請する

ると思います。そのためには、ロータリークラブを引

必要があるということです。会長エレクトや担当者の方々

き継いでいく「若いロータリアン」の育成に力を注が

と一緒になって計画、そして実施に向けて検討を進めてい

なくてはならないでしょう。

くことになると思いますが、皆様のご協力をよろしくお願

それに加え、未来の地球平和を維持していく「若い力・

いしたいと思います。

若いリーダーを育む」義務がロータリアン、あるいは
世の中の先輩である私たちにはあると思います。それ

幹事報告

東谷

幹事

１． 次週 11/23（金）の例会は休会です。

を踏まえて、2012～13年度の地区方針を「育もう未来
の力を～飛躍～」といたしました。

次の例会（11/30）は都合により会場を変更させて

停滞している現状を脱却するためには、質の高い、ロ

いただきますのでよろしくお願いいたします。

ータリーにふさわしい新しい力を注入する必要に迫ら

11/30（金）例会場：東館１Ｆ「泉」
２．11/30（金）は例会後 12 月の理事会を開催いたします。

れていることは、皆様方お判りだと思います。さまざ
まな社会的変化に伴い、ロータリー自身、ロータリア
ン自身が変化して行く→変わらなくてはいけないので
す。田中作次RI会長もロータリーの改革を訴えていま

本日のゲスト
国際ロータリー第 2660 地区

高島凱夫ガバナー

（大阪中之島ロータリークラブ）

す。今までのロータリーに固執することなく、良いこ
とは率直に認め、受け入れることが「真のロータリア
ン」であり、ロータリーの発展に貢献する最大のもの
と思います。

特別卓話「クラブ公式訪問にあたって」
国際ロータリー第 2660 地区
高島凱夫ガバナー
（大阪中之島ロータリークラブ）
地区ガバナーになるためには、国内で開催される2回（2011
年9月、2011年11月）の「GETS」と米国・サンディエゴで
開催される「国際協議会」への参加が義務づけられていま
す。これらの研修は、PETSに会長エレクトの皆様方に出席
義務があることと同様です。
サンディエゴ「国際協議会」は2012年1月16日～20日まで
の間、朝から夕方までガバナーになるべく、研修を受けて
参りました。「Rotary Japan」のHP、「ロータリーの友」
にも詳細に掲載されましたので、ご覧になった方も大勢い
らっしゃると思います。
2012～13年度RI会長は、1968～69年度東ヶ崎潔氏、1982
～83年度向笠廣次（むかさひろじ）氏に次ぐ、30年ぶり、
3人目の日本人RI会長 田中作次氏(D2770 八潮RC・埼玉
県)です。田中作次RI会長のテーマは「Peace Through
Service～奉仕を通じて平和を」です。これは、ただ単に
戦争と平和ということではなく、この平和は、一人ひとり
が心穏やかに日々を生きていくことを意味し、このこと
が、ロータリーの究極の目的で、ロータリーにしか出来な
い世界平和に通じる道である、と述べています。

今年度は、次の４つの言葉をKeywordにしていただきた
いと思います。
① 会員増強・会員維持
③健全な青少年の育成

②会員研修
④平和な社会への貢献

◎会員増強についてのお願い
現在世界で、120万人のロータリークラブ会員を、2012
～15年までに130万人にするのがRIの目標です。
当地区の2012年2月度の会員数は3,710名です。大阪で
も全力を尽くして「ロータリアンの素質」を持った会
員を増強する努力をしなくてはならないと思います。
地区で3,900名、各クラブ6％の純増をお願いいたしま
す。
多分、この 6％については、皆様「そんなこと出来ない」
と思われる数字だと思いますが、自然退会者を含めた
退会者のことを考えると、これでも結果的には、凄く
低い数字になってしまうことは、皆様良くお判りだと
思います。現在在籍している新しいロータリアンをロ
ータリークラブの次のリーダーとして研修を積んでい
ただくことは言を俟たないことです。各クラブ「プロ
ジェクト 3900」にご参加下さい。

地区でも皆様方の負担金を極力少なくする努力をし

◎結びに

ていますが、会員が増加することで地区への負担金

私は「灯心に火を点す」という奉仕活動が大切だと思

の減額、強いては各クラブの会費等の減額につなが

い、奉仕活動を行なっています。お互いのニーズがか

り、会員の増強と良い歯車になると思われます。

み合わないときは、そっと火を離し、心が通うまでじ
っと待つことも必要な時もあります。一度ともった灯

◎東日本大震災支援（災害支援）のお願い

が、明るく周囲を照らし、奉仕をする人も「して良か

Keywordには入れていませんが、震災支援も大きな責

った」、奉仕を受ける人も「それを受けて幸せだ」と

務と考えます。

思う奉仕事業が大切だと思います。その奉仕を実行、

今年度も地区としては、災害支援を継続して参りま

持続するためには、ロータリアンにふさわしい若い力

す。この支援は、今後何年に及ぶ事業か判りません

が必要なのです。

が、ロータリーとして継続すべき大きな事業の一つ
であると考えて下さい。

地区にとって、前向きで建設的なご意見は、出来る限

今年度は支援の額は申し上げませんが、クラブ、あ

り取り入れたいと思いますので、お寄せ下さい。

るいは会員お一人おひとりのお考えで、出来る限り

最後になりましたが、貴クラブの益々のご隆盛を心か

最高の額を、地区災害支援基金に是非ご入金下さい

らお祈り申し上げますとともに、一年間、皆様方のお

ますようお願い致します。第2660地区災害支援基金

力添えを戴きながら重責を果たしたいと思っていま

も現在枯渇しています。災害支援プロジェクト委員

すので、ご指導、ご鞭撻の程をよろしくお願い申し上

会は、今後国内外で発生するであろう災害に対して

げます。

も支援が出来るよう、地区として常設の委員会にし
ていくようにしたいと願っています。
震災の支援につきましては、2年目を迎え、更に細か
な「心を見守るような」支援が必要となってくるで
しょう。心のケアーが大事になってくる時期に入っ
てくると思われます。地域の社会保険協議会との連
携も必要になって行くでしょう。
災害支援プロジェクト委員会には、基金の管理のみ
ならず、この様な新しい展開の取り組み、新たな災
害支援へのマニュアル作成などの模索も併せて行っ
ていただきたいと願っています。
現在、各クラブで行っている、東北のロータリーク
ラブやその他の団体との連携は、更に深めて戴きた
いと思います。
震災支援につきましては、各クラブ、個人個人で考
えが大きく異なっていることも事実でしょう。
◎地区大会ご参加のお願い
今年度の地区大会は、2012年12月7日～8日に、大阪
国際会議場、リーガロイヤルホテル大阪で開催いた
します。「健全な心と体の育成を～地球の平和のた
めに～」をテーマに行います。綱領の解釈のお話、
iPS細胞の話など、盛りだくさんの話題を取り揃えて
います。お誘いあわせの上、賑々しく会場にお越し
下さい。

ニコニコ箱
国際ロータリー第 2660 地区

高島凱夫ガバナー

横田会長：高島ガバナーをお迎えして。
青木会員：横田会長、東谷幹事よりお写真を頂きありが
とうございます。
茶橋会員：皆様から写真いただきありがとうございます。
疋田会員：少し、気分が良いので出席をしました。又、
山内会員に写真を頂きましてアリガトウ。
樋上会員：・高島ガバナーをお迎えして
・写真を頂いて
飯室会員：東谷さんに写真頂いて。
稲垣会員：写真頂いて。
岩城会員：西田さん、東谷さんに写真を頂いて。
和泉会員：森川会員に御世話になって。
川西会員：高島ガバナーを迎えて。
川脇会員：先週のマッチングフェアに大勢の方が御来場
いただきありがとうございました。
益田会員：高島ガバナーをお迎えして。
東谷さんより写真を頂いて。
光田会員：写真をいただいて。
森川会員：秋の叙勲で皇居にて天皇陛下に拝謁させてい
ただき、全国代表でお礼言上出来る機会を得
まして大変光栄でした。
中川会員：写真を頂いてありがとう。
中尾会員：・高島ガバナーをお迎えして
・写真いただきました。
・先週お休みして
佐藤会員：写真をたくさんいただきました。ありがとう
ございます。
下村会員：東谷様、写真ありがとうございます。
吉岡会員：写真を頂いて。
黒部渓谷の紅葉と雪景色を同時に楽しんで。
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