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Serve to Change Lives

宣言下にあるか否かは未定ですが、大阪東南RCとの合同例
会は中止となる可能性があります。ガバナー事務所によりま
すと、ハイブリッド例会の場合、ガバナー補佐訪問はオンラ
インによる例会参加のみ（懇談会も中止）となり、例会中止
の場合、ガバナー訪問は中止（会長・幹事との懇談のみ）と
なります。クラブと地区を結ぶ重要な行事であるだけに大変
残念ですが、地区への要望等についてはご遠慮なく会長・
幹事宛お寄せください。

　コロナ禍により、ガバナー補佐訪問とガバナー訪問に影
響が出そうです。
　当クラブは9月3日（金）にガバナー補佐訪問を、9月14日
（火）の大阪東南RCとの合同例会において、ガバナー訪問を
予定しているところ、9月3日は緊急事態宣言下であるため、
理事会決議に基づき、ハイブリッド（オンライン併用）の例会
とし、クラブ協議会は中止します。また、9月14日が緊急事態

IT推進委員会　濱田由弘委員長
　IT推進委員会委員長　濱田です。
　「私の履歴書」は岡倉会員が追加となりました。大阪城南
ロータリークラブホームページ　メンバーズプロフィール欄
に載っています。
　「会員の皆様」をご覧ください。　※現在は石濱会員、泉
会員、光信会員、そして岡倉会員が載っています。

雑誌・広報委員会　恒元直之委員長
「ロータリーの友」2021年8月号紹介
【8月号　横組記事より】
P.5 
［RI会長メッセージ（RI指定記事）］
　8月は会員増強・新クラブ結成推進特別月間です。特別
月間に寄せるシェカール・メータRI会長からのメッセージ
です。メータ会長は20年以上にわたり120万人前後で推移
する世界の会員数を130万人にするというビジョンを掲
げ、「Each One,Bring One：皆が一人を入会させよう」とい
うスローガンのもと、若い世代、特に女性に入会を働きか
けることを呼びかけています。また、新会員への心配り等、
会員維持も増強と同様に重要であること、ハイブリッド例会
等の柔軟なクラブ運営、女性の活用、ロータリアン一人一
人が親善大使としてロータリーを外部に発信してゆくこと
が会員増強につながることを強調しています。
P.7～19
［会員増強・新クラブ結成月間特集：ロータリー衛星クラブ］
　新クラブ結成のための一つのステップが衛生クラブで
す。2013年に新ロータリークラブ結成に必要な会員数に
満たない場合のオプションとして導入されました。全国23
衛星クラブにアンケートを行い、設立の経緯、活動の内容
等を紹介しています。2660地区には「大阪南なみはや」
「大阪中央ミレニアルズ」「東大阪東フューチャー」の3つの
衛星クラブがありますが、3クラブからの回答内容、会員か
らのメッセージも随所に紹介されています。ロータリーを発
展させる一つの形として参考になります。
P.20～25
［日本のロータリー100周年を祝う会］
　日本最初の東京ロータリークラブが設立され、昨年10月
で100周年を迎えました。コロナのため延期された記念式

●出席報告

　　　　　ホームクラブ出席率82.05％
7月30日（第5例会）補正出席率100％（MU6名）

　計　　35名

◆ 委 員 会 報 告 ◆

◆ 会 長 の 時 間 ◆

9月3日（第1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10日（第2例会）

●卓話 「現在、考え中」
尾﨑敬則会員

●例会場

●卓話

ハイブリッド
シェラトン都ホテル大阪　3階　春日の間
「私の職業紹介：ネット、スポーツ施設」

村上泰啓会員

●例会場

●ガバナー補佐訪問
●表彰

●お祝
●卓話

●理事会

●クラブ協議会

ハイブリッド
シェラトン都ホテル大阪　3階　三笠の間
　　　　　 オンラインにて例会参加
・ホームクラブ連続皆出席100回
・ホームクラブ連続皆出席
・誕生日  入会記念日  会社創立記念日
「ロータリーの友って知っている？」
ロータリーの友地区代表委員 廣瀬太一氏
（恒元直之雑誌・広報委員長担当）

　　　　11：30～12：10
シェラトン都ホテル大阪　3階　ホワイエ
　　　　13：40～15：00　中　止

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

本日の例会本日の例会本日の例会本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会 8月27日（第4例会）

出席会員 32名（内免除会員 5名）
会員総数 47名（同上 13名）
ゲスト　　 0名
ビジター　0名

8月20日（第3例会）先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録



会員増強にご協力を！！

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

卓  話 8月20日〈第3例会ハイブリッド〉

境　髙彦会員
「私の判断はこれで正しいのか？」

　この件は、私が戎橋商店街の理事長
職だった時に始まります。
　髙島屋難波店前の信号を北側に渡っ
た所から北側に向かってアーケードが
500mほどつながっています。正面には
マルイ百貨店のビルがそびえ立ってい
ます。マルイのビルの北側右はしに68
坪の地下1階、3階建ての古い建物が

立っています。この件は、その建物を商業施設として、賃貸
物件として借りた事から始まりました。

▲恒元雑誌・広報委員長

▲濱田IT推進委員長

（編集担当　元氏・恒元）

8月20日（第3例会ハイブリッド）
お祝い　1件

に こ に こ 箱

・

典が5月25日にオンラインで開催され、日本のロータリー
100周年を祝う会委員長 千玄室氏（京都RC）の基調講演
「果たしてロータリーとは？過去・現在・未来」の内容が紹
介されています。「Vocational（天職）」「Service（奉仕）」
「Dedication（献身）」に代表されるロータリー精神は仏教
の教えである「無財の七施」に通じるものであり、決して変
えてはならないものである。その上に立ってロータリーは
時代に即して変革してゆかねばならないとのメッセージに
心を打たれます。
P.50
［ヒューストン国際大会 ：宇宙に向かって（RI指定記事）］
　今年度のロータリー国際大会は2022年6月4～8日にア
メリカ テキサス州ヒューストンで開催されます。今月は宇
宙開発の町「ヒューストン」の紹介です。
［これまで以上の会員や支援が集まれば、世界でこれまで
以上によいことができる（RI指定記事）］
　ロータリー財団管理委員長 ジョン・ジャーム氏からの
メッセージです。ロータリーの会員がロータリー財団への
支援を少し増やすだけで信じられないほどの成果を上げ
ることが出来ます。各クラブでロータリー財団活動への参
加を是非話し合って欲しいとの内容です。

【8月号　縦組記事より】
P4～8
［渋沢栄一の精神を受け継ぐ］
　昨年9月28日に開催された2570地区（埼玉県）地区職
業奉仕委員会・公共イメージ向上委員会合同セミナーで
のサラヤ（株）取締役社長 更家悠介氏（大阪RC）の講演の
要旨です。NHK大河ドラマで渋沢栄一の生涯を描く「青天
を衝け」 を放映中ですが パリ万博に参加した渋沢栄一は
近代的な国、社会の仕組み、企業の役割を学び、それら
は、日本の資本主義の父と呼ばれる彼の思想に大きな影
響を与えました。「論語と算盤」に代表される彼の経営哲学
を引継ぎ自らも実践し、新たな経営課題としてSDGsへの
取り組みを掲げ、ロータリーの職業奉仕に繋がる、道徳を
尊ぶ企業経営を目指す更家氏の熱い思いが語られていま
す。
P.9～12
［この人を訪ねて］
　人生のどん底を経験し、苦労して立ち直り成功を収め、
弱き人々、困窮する人々を助け社会に奉仕するロータリア
ンを紹介するコーナー。今回の主人公は宇部市の金子小
児科院長、宇部西RCの金子淳子会員です。医師としての
職業奉仕に努める傍ら、子供食堂を運営し、子育て支援活
動を展開中の彼女のこれまでの人生は試練に満ちたもの
でした。過酷な運命にも負けずに生き抜き、地域の支えに
なっている波乱万丈の生きざまが紹介されています。

　貸主は母親と長女、次女、三女、長男の5名でした。人数
が多いので、所有者5名の中で1名を代表として全ての権
限があることとして、長女を窓口としました。長女のご主人
は私の古くからの友人関係だったので色々な相談に乗っ
てもらいました。
　契約としては、賃料は月額770万円（税別）と定め、毎月
末日迄に5人の指定する銀行口座に振込入金することとし
ました。また、賃料の改訂は10年間は行わないものとし、
その後についてはその時に経済情勢、近隣の土地建物の
価格変動、公租公課の増減、その他の事由により甲乙双方
協議の上、賃料を改定することができるものとすると決め
ました。保証金は7,700万円とし、賃料その他の債務と相
殺することはできないという賃貸借契約を結びました。
　平成21年に2階と3階に入居していた居酒屋が退店し
ました。また、平成23年リーマンショックが生じました。そ
のような状況下で、貸主に対して賃料の減額のお願いを出
したところ、分かりましたという返事でした。平成24年、3名
（母親、三女、長男）との間で覚書を取り交わそうとしました
が、印鑑がもらえない状態が続きました。ただ、こちらはそ
の後は減額した賃料を支払っていました。
　当初の契約は10年で更新とされていましたが、平成30
年に母親が他界した中で、三女と長男から弁護士を介し
て、そのような減額をしていないと主張してきました。その
時点で改めて賃料を700万円とする合意をしました。とこ
ろが、弁護士から今までの賃料に滞納があるので請求する
として、保証金から取り崩すと言ってきました。
　私も知り合いの弁護士に相談をしたのですが、減額の
合意について印鑑をもらっていなかったことについて指摘
を受け、自分の浅はかさに反省もしています。
　ただ、私はロータリアンとして、人との約束を守り、嘘は
つかないということを守り続けています。この相手方の要
求に対する対応に悩んでいる次第です。


