
基本的教育と識字率向上月間 /ロータリーの友月間

R I  2660地区
大阪城南ロータリークラブ

事務所 〒542-0012　大阪市中央区
谷町9丁目1番22号NK谷町ビル407号
TEL（06）6796-9898 FAX（06）6796-9899
https://osakajonan-rc.org/
E-mail:johnan25@crocus.ocn.ne.jp
例会場 シェラトン都ホテル大阪 上本町6-1-55
　　　TEL （06）6773-1111
例会日 金曜日 12：30

ROTARY  CLUB  OF

WEEKLY  BULLETIN
OSAK A  JONAN
創　　立
幹　　事

会　　　長
会報委員長

村 上 泰 啓
泉 　 浩 一

1969. 5. 30
小 原 一 眞

2020-2021年度国際ロータリー会長　ホルガー・クナーク

ロータリーは機会の扉を開く

臨時増刊 Vol.1
2020-9-18

簡　仁一ガバナー

簡　仁一ガバナー プロフィール

・氏　　名

・生年月日　

・ロータリー歴

・第2660地区　

簡　仁一　（茨木RC）

1952年4月12日

1992年2月26日 茨木RC入会

1996‒97年度、2008‒09年度　幹事

1998‒99年度、2012‒13年度　SAA

2000‒01年度　副会長

2003‒04年度　会長

1997‒98年度　財団学友委員会　副委員長

1998‒01年度　財団学友委員会　委員長

2007‒08年度　財団奨学金・学友委員会　委員長

2014‒15年度　IM第2組　ガバナー補佐

2015‒18年度　地区研修委員会　委員

ベネファクター、メジャードナー、米山功労者（メジャードナー）

かん 　  じんいち



会員増強にご協力を！！

◆ 委 員 会 報 告 ◆
規定・情報委員会　梅崎道夫委員長

　ガバナー公式訪問に来られる簡仁一2660地区ガバ
ナーについて情報提供をします。簡ガバナーは、1992年
に茨木RCに入会され、2003～4年度にクラブ会長を務め
ていらっしゃいます。
　簡ガバナーは、2660地区の方針として「バック・ツー・
ザ・フューチャー」を掲げていらっしゃいます。これはかつて
流行したアメリカ映画の題名でもありますが、簡ガバナーは
「ロータリーの基本を再認識し、ロータリアンの誇りと自信
を持って、ロータリーの未来をつくろう」という意味で用い
られています。

職業奉仕委員会　三宅善太郎委員長
2020-21年度クラブ職業奉仕委員長会議の報告
　本会議は9月5日（土）13時から15時、YMCA会館にて
開催されました。今回は約半数のクラブがオンラインでの
出席で、そのため会議の一部始終をビデオ撮影していました。
　本会議の様子は地区のホームページで見る事が出来ま
す。簡ガバナーの挨拶で始まり、地区職業奉仕委員長、副
委員長による講義が有りました。
　地区委員長は大阪東南RCの西辻様ですが、本年度の活
動方針・活動計画について説明をされました。職業奉仕で
大切なことは人づくりであり、そのための自分づくりが基礎
になる。その基本としてロータリーのモットー、目的、4つの
テスト等の理解をするために、地区で作成した資料を活用
してほしいこと、「卓話モデル」を作成しているのでこれを
使い職業奉仕月間の卓話を各自で行って欲しいと言うこと
でした。続いてその「卓話モデル」の3つについてそれぞれ
実演がされました。30分の卓話に丁度合うように資料（ス
ライド）が用意されているので、これを使って1月の職業奉
仕の卓話を自分でしようかと検討しています。

　続いて事例紹介で、大阪北RCは毎年小学校で出前事業
と職場見学を毎年行っているそうです。八尾RCは昨年度、
まず職業奉仕委員会の会合を2回行い、職業奉仕関連の
卓話を3回開催し、最後に企業訪問として会員の経営する
企業を2社見学されています。最後に四宮PGから感想が
述べられお開きとなりました。
　これらを受けまして今年度は、①職業奉仕についての基
礎知識の学習　②自分の仕事への職業奉仕の活かし方と
いう視点で活動出来ればと考えております。

雑誌・広報委員会　宮田正人委員長
「ロータリーの友」2020年9月号紹介
【9月号　横組記事より】
P.3 
ホルガー・クナーク国際ロータリー会長メッセージ

◆ 会 長 の 時 間 ◆

◆ 幹 事 報 告 ◆
　新入会員推薦の件で、小林治彦様が選考・分類委員会
及び理事会の承認を得ましたが、異議のある方は9月17日
までにお申し出ください。
　中谷佳正会員よりクラブ例会出席規定免除の希望が
届いており承認されております。又、中谷会員に明日の地
区ロータリー財団セミナー開催の件をお伝えしています。
　9月末までの一般会員のクラブ例会出席規定免除の件
ですが、RIの指針にのっとり、本年12月末まで適用を延
長する事が、理事会で承認されました。

　ロータリー財団から「ロータリーを通じて教育の機会
を」というメッセージが届いておりますので皆さまにご紹
介いたします。
　世界では2億5,000万人の読み書きと算数ができない
子供たちがおり、7億5,000万人の読み書きができない
人がいます。教育研修を受けた事がある小学校教師は
75％以下です。ロータリー財団は教育者を支え、みんな
の教育の機会をサポートしています。

本日の例会本日の例会本日の例会

出席会員 33名（内免除会員 6名）
会員総数 47名（同上 15名）
ゲスト　　0名
ヴィジター 0名

本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

9月25日（第4例会）次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

9月11日（第2例会）

9月18日（第3例会）

シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間
「コロナ禍における生命保険会社の対応」

山本智重会員
＜日本料理　ちらし寿司＞

　　  
　　　　　　  11：30～

場　所：シェラトン都ホテル大阪 20階 エメラルド
　  ガバナー講話および懇談会

簡　仁一ガバナー
出席者：村上（泰）　小原　岡部（泰）　山本（英）
　　　  松田　三宅　梅崎　南賀　   　 各会員

シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間
・ホームクラブ連続皆出席
・誕生日　結婚記念日　入会記念日
会社創立記念日
「ロータリーの社会奉仕
　　　　    ～基本中の基本のお話～」

2017‒18年度 地区社会奉仕委員長 望田成彦氏
（濱田由弘社会奉仕委員長担当）

　　11：30～12：10
シェラトン都ホテル大阪 3階 ホワイエ
　　　　　 （社会奉仕）
　　13：40～15：00
シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間（東）
＜日本料理　松花堂弁当＞

10月2日（第1例会）次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

●出席報告

●例会場

●卓話

●食膳

●臨時休会
●ガバナー公式訪問

●例会場
●表彰
●お祝

●卓話

●理事会

●クラブフォーラム

●食膳

　　　　　ホームクラブ出席率86.84％
8月28日（第4例会）補正出席率100％（MU7名）

　計　　33名

真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから



会員増強にご協力を！！

（編集担当　野村・三宅）

9月11日（第2例会）
卓話をさせて頂きます。

岩永会員

Go Toキャンペーンで旅行していた帯広から
昨日、無事に帰りました！

細川会員

その他、お祝い　1件　早退お詫び　1件

に こ に こ 箱

・

・

・

卓  話 9月11日＜第2例会＞

1.保証意思宣明公正証書が導入され
た経緯
事業のために負担する債務につい
ての第三者保証に関する方策として、
そもそも、原則禁止の意見が法制審
議会ではあり、金融庁も第三者保証

を採らない融資慣行を確立しようとしていた。しかし、
お金を借りる側である中小企業側から、資金調達に支障
が生じるとの反対が表明され、第三者保証の禁止までは
至らなかった。
2.保証意思宣明公正証書
①保証契約を締結前（1カ月以内）に公証人に対し、保証
の意味を理解し、保証意思があることを宣言して、その
旨の公正証書を作成することを保証人に義務づけた。
この公正証書を作成していないと保証契約は、無効と
なる。
②ただし、債務者の事業のためにする保証に限定。
※会社経営者が、会社の債務について、個人で連帯保
証する場合（経営者保証）は除かれる。
※配偶者も、「主たる債務者が行う事業に現に従事して
いる配偶者」は、除かれる。（保証意思宣明公正証書
不要）

3.保証意思宣明公正証書の作成手続について
保証人となろうとする者は、公証人の面前で、①保証契約
の内容　②保証人として負担を負う意思を公証人に口授
し、その内容が筆記された証書を公証人に読んで貰い、承
認して、その証書に署名押印する。遺言公正証書の作成
手順に準じた方法である。
4.公正証書作成手続の特徴等
代理人による嘱託は不可。必ず、公証人が保証人本人か
ら聴取　手数料は、1通1万1,000円。（これに正謄本代）。
現在までに、十数件の依頼があり、主に信用組合、信用金
庫から。

ホルガーRI会長は自身のロータリー歴24年間で43人
のロータリー青少年交換のホストファミリーになった経
験があります。

P.7～11
（基本的教育と識字率向上月間特集）「読感表選」
基本的教育と識字率は海外の問題と思われていますが、
経済協力開発機構（OECD）の2018年の国際学習到達
度調査では日本の15歳の若者の読解力は世界15位に
低下、2012年からの3年ごとの調査で低下し続けてい
ます。読み、感じ、表せ、そして選択できるか、その能力
獲得のサポートする国内のロータリークラブの活動を
紹介しています。

P.12～19
（ロータリーの友月間特集）　「『友』をプラットフォーム
に新しい交流を」
コロナ禍の中、『友』に投稿し『友』をプラットフォームとし
て日本のロータリアンの交流を育んでください。投稿の方
法などを紹介しています。P.52の「ご投稿をお待ちして
います」もご参照ください。

P.20～23
（侃侃諤諤）「『ロータリーの友』といえば…」
今月号の（侃侃諤諤）はロータリーの友についての活用
や提言を特集しています。

P.35～41
連載コミック ポール・ハリスとロータリー 第2章　5カ
年の「愚行」（前半）

【9月号　縦組記事より】
P.4～8
「変態が改革する多様性社会」
　立命館アジア太平洋大学（APU）学長
　   （学）立命館副総長・理事　出口治明氏
新しい産業を生み出すカギは何か？キーワードは3つ。
女性、ダイバーシティ、高学歴あるいは勉強です。
第1のキーワードは女性。今や、GDPのウエートはサー
ビス産業中心です。全世界的に見て、そのサービス産業
のユーザーは女性で、7割前後を占めます。ということは、
経済、消費をけん引している女性の欲しいもの、求めて
いるものを、日本の経済をけん引していると自負してい
るオジサンたちは今、わかっているのか？
第2のキーワードはダイバーシティ。今の日本は、大企業
やいろいろな組織が50代、60代のオジサンに偏って
いて、ダイバーシティが乏しいから新しい産業が生まれ
ない。
　※ダイバーシティ・・・　『多様性』
第3のキーワードは高学歴あるいは勉強。日本では偏差
値がそこそこ高く、素直で我慢強く、協調性があり、上司
の言うことをよく聞く人を大量に育ててきました。でも、
この5要素を持つ若者を集めて、新しいアイデアを出し
てみろ、といっても新しいアイデアは出ません。スティー
ブ・ジョブズのようなオタクの変人、もっといえば「変態」
的な人、好きなことを徹底的にやる人が新しいアイデア
を生み出す。

国際奉仕委員会　松田振興委員長
　台湾豊原北区ロータリークラブ創立35周年及び世界大
会の参加について、最終決定日程は2021年6月10日～
14日（四泊五日）で、台中二泊、台北二泊となります。詳し
いスケジュール及び申込み書は9月14日にメールにて発
送します。締め切りは9月25日とさせて頂きますので、それ
までにご返信をください。団体申込みとなりますので、申し
込んでからのキャンセルは発生します。ご了承ください。

岩永建保会員
「最近の民法改正（保証）と公証業務との関わり」

真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから


