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ロータリーは機会の扉を開く
2020 - 2021年度国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク

本 本日の例会
日 の 例 会

10月2日
（第1例会）

先 週 の 記 録

9月25日
（第 4 例会）

●出席報告

●例会場
シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間
●新会員入会式
小林治彦氏（建設業）
●表彰 ・ホームクラブ連続皆出席
山本（英）
（ 20） 岩永（20） 三宅（20）
奥田（30） 野村（20）
各会員
●お祝 ・誕生日
中谷 境 山本（英） 小林（治）各会員
・結婚記念日
小林
（正） 松田 岡倉 境 山口 各会員
・入会記念日
松田 内藤 西谷 山本（智） 各会員
・会社創立記念日
平田 永井 上 山本（智） 元氏
各会員
●卓話 「ロータリーの社会奉仕
〜基本中の基本のお話〜」
2020‒21年度 地区社会奉仕委員長 森垣桂子氏
（濱田由弘社会奉仕委員長担当）
●理事会
11：30〜12：10
シェラトン都ホテル大阪 3階 ホワイエ
●クラブフォーラム（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）

次 週 の お 知ら せ

10月9日
（第2例会）

●例会場

シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
●卓話 「SDGSの基礎と当社の取組み」
恒元直之会員
●新会員歓迎会及び酒味の会
18：00〜
シェラトン都ホテル大阪 3階 金剛の間
●食膳 ＜フランス 肉料理＞

次 々 週 の お 知らせ

10月16日
（第3例会）

●卓話 「iPS細胞研究の現在と未来」

京都大学i-P細胞研究 基金室長
小山房男氏
（プログラム委員会担当）

出席会員 37 名（内免除会員 9 名）
会員総数 47 名（同上 15 名）
ゲスト
2名
ヴィジター 0 名
計
39 名
ホームクラブ出席率90.24％
9月4日
（第1例会）
補正出席率100％
（MU2名）

●ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

望田成彦（2017-18年度地区社会奉仕委員長）
（摂津RC）
森垣桂子（2020-21年度地区社会奉仕委員長）
（大阪城北RC）

◆ 会 長 の 時 間 ◆
先週は、シェラトン都ホテル大阪に新型コロナ陽性の
宿泊者が出ましたので、9月14日（月）に持ち回り理事会
を行いまして結果例会は休会となりました。当日は簡ガバ
ナーの公式訪問の日でしたので例会を開きたかったので
すが、安全重視の理事会の決断が出ましたので休会とな
りました。皆様のご了承をお願いします。例会は無かった
のですが、簡ガバナーをお迎えし、懇談会を行いました。
南賀SAAの司会で、岡部PGや旧知の梅崎会員、理事の
皆さんと和やかな雰囲気で行われました。懇談会の後、
簡ガバナーの講話がありました。
「ロータリーの基本を再
認識する」
「ロータリアンとして誇りと自信を持つ」
「ロータ
リーの未来を創る」
といった素晴らしい内容でした。後ほ
どDVDで簡ガバナーの講話をお聞き頂きます。楽しみに
して頂きたいと思います。本日は以上です。

◆ 幹 事 報 告 ◆
（代理）村上泰啓 会長
小林治彦さんの入会が決まりましたので、お知らせし
ます。小林新会員の入会式は、10月2日（金）に行います。

◆ 委 員 会 報 告 ◆
ロータリー財団・米山奨学委員会 中谷佳正委員長
9 月1 2日（ 土 ）大 阪 Y M C A 国 際 文 化 センターで 地 区
ロータリー財団セミナーが行われました。本年度は3密を
避 けるため 来 場 者 は 1クラブ 1 会 員となりました ので
村上会長が出席され、私はオンラインで参加させて頂きまし
た。簡ガバナーの挨拶で始まり地区財団委員会の5つの
小委員会の各委員長がロータリー財団の最新情報、財団
の掲 げる目的と目標、財 団 寄 付 及 び 補 助 金プログラム

経済と地域社会の発展月間 / ロータリー友月間

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真実かどうか

みんなに公平か

への参加促進等それぞれの分野について講演されました。
内容は地区のホームページでも録画が公開されています
のでご覧ください。
寄付に関してですが、内藤会員と石濱会員から、そして
年度初めに村上会長から財団及び米山へご寄付頂いてお
りますのでご報告申し上げます。
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
会の締切りが本日までとなります。申込期間中にパスポー
トの期限が切れる場合等、
ご注意ください。
日程調整等、柔軟に対応いたしますので出来るだけ多く
の皆様にご参加頂きたく思います。
ゴルフ部 山本智重マネージャー
明日26日、第1回目のゴルフコンペを開催いたします。
ご参加くださる皆様どうぞよろしくお願いいたします。
また、
令和2年11月18日（水）に第2回目のゴルフコンペを予定
しております。平日となりますが、皆様のご参加をお待ちし
ております。
大阪城南ロータリークラブ創立50周年実行委員会
会計委員会 山本英樹委員長
収支決算をご報告させて頂きます。ポストさせて頂いた
資料にありますように、若干の予算超過となりましたが、ニコ
ニコからの振替で対応させて頂き、無事終了しております。
大阪城南ロータリークラブ創立50周年実行委員会
実行委員長 南賀勝之
2019年5月24日に、あべのハルカスの大阪マリオット都
ホテルでのウエルカムパーティー、翌日25日には、
シェラト
ン都ホテル大阪で大阪城南ローターアクトクラブ認定状伝
達式、大阪城南ロータリークラブ創立50周年記念式典・祝
賀会が開催され、皆様のご理解ご協力を得まして、盛会裏
に無事終了する事が出来ました。その後、記念誌の発刊作
業に移り、順調に作業が進んでいましたが、今年に入って
新型コロナ禍の影響で予定より相当期間遅延してしまいま
した。その後、各委員会の活動を終え本日最終の会計報告
を得まして、すべての活動を終了させて頂きます。すでに退
会されました会員をはじめ皆様には、準備委員会の段階か
ら長期間にわたりまして拙い委員長に対して、
ロータリーの
寛容の精神で温かく見守りまた励まして頂きました事、衷
心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

◆ガバ ナ ー 講 話 ◆

（録画映像）
ホルガー・クナークRI会長テーマ
「Rotary Opens Opportunities」
〜ロータリーは機会の扉を開く〜
簡

仁一ガバナー（茨木RC）

クナーク会長は、
このテーマについて、
ロータリーがクラブ
に入会するというだけではなく、
「無限の機会への招待であ
る」
という思いを込めた、
と語っておられます。
「奉仕プロジェクトを通じて会員自身や受益者の人生を
より豊かにするための道を開くのがロータリーである」
と力説
され、
「ロータリーは、
リーダーシップの機会、
奉仕のアイデア
を実行に移すために世界を旅する機会、そして生涯続く

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

友情の絆を築く機会を与えてくれる」
とも述べられました。
そのうえで、
「私たちのあらゆる活動が、
どこかで、
誰かのため
に機会の扉を開いています」
と強調されました。
このRI会長のテーマに基づき、2020-21年度第2660地
区の年次目標を6項目掲げました。
1.会員基盤の強化
年代、職業、男女の別いずれにおいても、多様な会員
を受け入れる柔軟性と、
ロータリーの基本的な価値観を
再認識し、
クラブのあり方を方向づける
「クラブビジョン」
を作成しましょう。問題意識を共有し、会員の退会を防ぐ
姿勢を、
だれもが持ち続ける必要があります。
2.ポリオの根絶
現在、ポリオウイルス株の2型、3型は根絶され、あとは
1型だけです。日本時間8月26日に、WHOがアフリカで
ポリオが根絶されたと宣言しました。これによりポリオ
の常在国は、
アフガニスタンとパキスタンの2か国だけと
なりました。ポリオの発症がどこかで起きている限り、感
染の危険は世界中の子どもに及ぶことになります。世界
中で根絶されるまで活動を続けていきましょう。
3.青少年の活動を支援
未来を担う若い世代を支援し、
リーダーを育てること
はロータリアンの使命です。当地区は、インターアクト、
ローターアクト、青少年交換、
ライラ、米山奨学生、
ロータ
リー学友などの青少年プログラムに積極的に取り組んで
います。
ロータリアンと青少年がともに活動できる奉仕の
機会を、
さらに作っていきましょう。
4.ロータリー財団活動の推進
ロータリー財団は、ロータリーの奉仕プロジェクトを
支える柱です。年次基金は、3年後の奉仕活動の資源とな
り、恒久基金は将来のロータリー活動を担保し、ポリオ基
金はウイルスとの闘いの象徴です。
ご理解頂き、
ご協力
をよろしくお願いします。
5.米山記念奨学会活動の推進
日本と海外との懸け橋となる米山奨学生の支援をお
願いします。4月から継続を含めて、49名の米山奨学生
が、皆さんのクラブでお世話になっております。未来を担
う若い力を応援してください。
6.IT化の推進と公共イメージの向上
IT化は避けては通れません。My ROTARYの登録、
クラ
ブセントラルの活用をぜひ、
よろしくお願いします。ロー
タリーにつ いて知ってもらうための一 番の広 告 塔は、
ロータリアン自身です。会員以外の人にも、ロータリーに
親しんでもらう機会をつくっていきましょう。
私は、地区スローガンを決定するにあたって、3つのこと
を考えました。
①基本の再認識を
ロータリーは変わったのか、
という声をよく耳にしますが、
私はそうは思いません。2019年 ‒ 20年度の新しい標準
ロータリークラブ定款は、表現が多少異なっているとはい
え、
基本となる考え方は従来と同じです。
それは、
すなわち、
四つのテスト、超我の奉仕、中核的価値観といったロータ
リーの価値観です。
そして、
ロータリーは、
こうした価値観を共有する人たちの
集まりであり、
だからこそ、確かな信頼関係が築かれてい
るのです。
今こそ、
ロータリーの基本を再認識しましょう。

！
会員増強にご協力を！
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②誇りと自信を持って
ロータリーで、私は、多くの尊敬できる先輩の皆さん、
多くの信頼できる友人を得ることができました。一人で
はなかなかできない奉仕活動に取り組むことができ、
その活動を通して、大きな感動を得ることもできました。
こうした素晴らしい集まりの会員であることに改めて意
識を向け、ロータリアンとしての誇りと自信を、皆さんに
持って頂きたいと思います。
③未来をつくる
時代に対応する多様性、柔軟性、適応力がなければ、
ロータリーの未来を創っていくことはできません。例え
ば、SF映画のように過去に戻って、今を変えることはでき
ないのです。
しかし、未来は私たちの手の中にあります。
私たちが、未来を創っていくことができるのです。

みんなのためになるかどうか

難な既契約の保険料を支払うことなく、その既契約の保
険金額の範囲内であれば、健康状態の告知や医師の診
査なしで新たに保険に加入することができるというもので
す。
2. 契約者貸付の利息免除
契約者貸付とは、解約返戻金の所定の範囲内で貸付が
受けられる仕組みのことです。通常、契約者貸付には利息
がかかりますが、新規で契約者貸付を受けた場合、利息
を免除する措置が取られています。大手日本社3社と外資
系3社では今月、2020年9月末で適用期間が終了し、それ
までに返済をしなければ利息がかかってきます。
プルデン
シャル生命とソニー生命では、2020年9月末まで新規貸
付を受け付けており、2020年12月末まで利息が免除さ
れます。

私は、
こう呼びかけたいと思います。
ロータリーの基本を再認識してください。
ロータリアンとしての誇りと自信を持ってください。
そして、一緒にロータリーの未来をつくっていきましょう。

3. オーバーローン失効猶予期間の延長
契約者貸付や自動振替貸付にかかる利息が解約返戻
金額を超えてしまった場合、オーバーローン失効となり保
険は効力を失ってしまいます。
自動振替貸付とは、保険料
が支払えなかった場合に解約返戻金の所定の範囲内で

そこで、地区スローガンは

保険会社が保険料を立て替える制度です。オーバーロー

「Back to the Basics and Fly to the Future」
（ロータリーの基本に戻って、新しい未来へ）
の意味を込めて

ン失効猶予期間も、第一生命では2020年9月末まで、
プルデンシャル生命とソニー生命では2020年12月末
まで延長が可能です。

BACK, To the FUTURE
〜基本に戻って、未来へ〜

4. 保険金・給付金の請求
会社により程度は異なりますが、保険金や給付金の

とさせて頂きました。
これから1年間、
クラブの皆様とともに、基本を見つめ
直して考え、歩んでまいりたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。

9月25日 ＜第4例会＞

卓 話

好意と友情を深めるか

「コロナ禍における生命保険」

山本智重会員
《第1部》
コロナ禍における生命保険会
社の対応
弊社では、新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い特別なお取扱いを実
施しております。弊社だけではなく他の
大手日本社4社、外資系3社においても

同様の取り扱いがありますので、その内容についてご紹介さ
せて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

請求手続きをなるべく簡素化し、
という動きが見られます。
プルデンシャル生命では、給付金における簡易請求が
可能となっており、
2年以内のご契約など通常は医師による
診断書が必要な場合でも、省略することが可能です。
なお、
新型コロナウイルスは指定感染症となっているため、災害
死亡保険金・災害給付金の支払事由に該当します。
また、
ほとんどの保険会社でオンライン診療や電話診療などの
遠隔診療も通院とみなされます。
5. その他の取扱い等
各社それぞれの商品特徴に合わせて特別な取扱いを
行っています。
プルデンシャル生命では、買増権保証とい
う告知や診査なしで将来、生命保険に加入できる権利を
特約で付けることができるのですが、その行使期間を
2020年9月末まで延長する取扱いを行っています。その
他各社における取扱いにつきましては、
ご自身で加入さ
れている保険会社の担当者にお問い合わせ頂ければと
思います。

1. 保険料払込猶予期間の延長
払込猶予期間までに保険料を支払えなかった場合、生
命保険は失効となり、効力を失ってしまいます。払込猶予
期間は、月払の場合は翌月末、年払または半年払の場合
は翌々月の契約応当日です。大手日本社3社と外資系3社
が2021年4月末まで払込猶予期間を延長する措置を
取っている一方、プルデンシャル生命とソニー生命では
2020年12月末となっていますが、無選択新契約という取

《第2部》
コロナ禍における生命保険の出口戦略
保険料の支払いが困難になった場合や、運転資金が必要に
なった場合には、生命保険を解約してしまうだけではなく、
他にもいろいろな選択肢があります。
こちらは時間が短縮と
なりご説明できませんでしたので、
また次の機会にご紹介さ
せて頂ければと思います。

り扱いを開始しています。無選択新契約とは、支払いが困

！
会員増強にご協力を！
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好意と友情を深めるか

▲第5回米山功労賞表彰・中谷会員

▲録画映像・簡

仁一ガバナー

にこにこ箱
9月25日（第4例会）
・本日、おじゃまいたします。来週もお騒がせいた
しますが、よろしくお願いいたします。
地区社会奉仕委員会

委員長

森垣桂子様

2017〜2018

委員長

望田成彦様

・本日、卓話担当させて頂きます。よろしくお願い
申し上げます。
山本（智）会員
・早退お詫び

1件

9月ニコニコ合計

156,000円

（編集担当

野村・三宅）

！
会員増強にご協力を！

みんなのためになるかどうか

