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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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Serve to Change Lives

　事務局をお願いしていた髙谷智子さんが、遅くとも本
年度末をもって退任されることになりました。慰留に努
めたのですが、辞意が固かったため、やむを得ず受け入れ
ることにしました。33年間お勤めになったとのことです。
深い感謝の意を表したいと思いますが、公式の機会は改
めて設けることにします。
　後任の事務局として、理事会のご承認の下、複数の方と
面接を行い川口幸恵さんにお願いすることとしました。
まずは、9月6日から今年末までの業務委託契約を締結し、
引き継ぎを行って頂くことになります。9月10日から例
会の受付にも立って頂く予定です。会員の皆様には、厳し
くも温かい眼で見守ってくださりたく、よろしくお願い
致します。

〇先程、小林会長からお話がございました、髙谷さんに代わ
り大阪城南ロータリークラブの新しく事務員として働い
てくださいます川口幸恵さんです。9月6日より谷町の事
務所にて髙谷さんより事務仕事の引継ぎを行ってもら
い、9月10日の例会より髙谷さんの横で例会の準備等を覚
えて頂きます。皆さんどうぞよろしくお願い致します。

〇2021年9月のロータリーレートは、 1ドル＝110円です。
〇昨年も延期されました「大輪ゴルフ会」ですが、今年度も引
き続き大阪ロータリークラブがホストで11月2日（火）茨
木カンツリー倶楽部での開催を予定されておりました。し
かし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から今
年度も開催を見送り「1年の延期」と決定となりました。
引き続き大阪ロータリークラブがホストクラブで2022
年10月18日（火）・茨木カンツリー倶楽部を予約されてい
るとの事です。また次年度に案内がくると思いますので
ご了承ください。

●ゲスト＆ビジター（敬称略）
吉村　昭（ガバナー補佐 ハイブリッド参加）
廣瀬太一
（卓話者ロータリーの友地区代表委員 ハイブリッド参加）

●出席報告

　　　　　ホームクラブ出席率71.79％
8月20日（第3例会）補正出席率100％（MU6名）

　計　　28名

◆ 会 長 の 時 間 ◆

9月14日（第3例会）ハイブリッド次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

9月24日（第4例会）

●ガバナー公式訪問＆大阪東南RCとの合同例会
ホテルニューオータニ大阪 2階 鳳凰の間
中　止　　臨時休会

●卓話 「夫婦別姓について考える」
尾﨑敬則会員

休　会

●表彰
●お祝
●卓話

●理事会

●クラブフォーラム（社会奉仕）

・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
「今般の地区、クラブ、社会奉仕委員会の役割」
地区社会奉仕委員会 副委員長 山村久幸氏

（松田振興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

　　　14：00～15：30
場所：JASSO　大阪日本語教育センター
題目：補助金プロジェクト 人道的活動　

留学生食堂の安定的営業への支
援と食育　贈呈式

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

10月1日（第1例会）次々次週のお知らせ次々次週のお知らせ次々次週のお知らせ

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 9月10日（第2例会）ハイブリッド

出席会員 28名（内免除会員 5名）
会員総数 47名（同上 13名）
ゲスト　　 2名
ビジター　0名

9月3日（第1例会）先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

◆ 幹 事 報 告 ◆



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

雑誌・広報委員会　恒元直之委員長
「ロータリーの友」2021年9月号紹介
【9月号　横組記事より】
P.5　[RI会長メッセージ：親愛なるチェンジメーカーの皆

さん（RI指定記事）]
　9月は基本的教育と識字率向上特別月間です。
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。
　日本では基本的教育と識字率向上と言われて
もピンときませんが、今、全世界の成人人口の
14％（7億6,200万人）は読み書きが出来ずその3
分の2が女性です。教育によりこれらの人々に力
を授けることは、ロータリーが掲げる目標の中
でも最も果敢なものです。どうすれば識字率向
上により人々の暮らしを豊かにする奉仕が出来
るのか、我々も是非考えてみたいものです。
　読み書きの習得は、貧困を脱出するための第
一歩です。「1人の子供、1人の教師、1冊の本、1本
のペン、それで世界を変えることが出来る」ノー
ベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさん
の言葉が胸に響きます。

P.14～22　[ロータリーの友月間特集]
　今月は「ロータリーの友月間」でもあります。
P14～16には「友誌を嗜（たしな）む」と題した、
地域・職業・ロータリー歴の異なる4人のロータ
リアンのオンライン座談会が掲載されていま
す。ロータリーの友の活用の仕方、コロナ禍の下
での求心力としてのロータリーの友の重要性等
が語られています。
　P20～21には「ロータリー雑誌の仲間たち」と
題して、RIが認可する世界各地のロータリー機
関紙33誌が紹介されています。最大発行部数は
米国の50万部、2位はインド・バングラディッ
シュ・ネパール・スリランカの12万1,970部、3位
は日本の9万1,600部です。因みに一番少ないの
はウクライナ・ベラルーシの1,000部です。

P.23～27　[新しいロータリー財団資金モデルの手引き
（RI指定記事）]
　現在のグローバル補助金（G G）制度は
2013-14年度に開始されましたが、その総額は
当時の年間4,730万ドル（52億円）から2019-20
年度には9,560万ドル（105億円）と2倍以上に増
加しています。今後出来るだけ多くのGGプロ
ジェクトを支援するため、7月1日付でロータ
リー財団の資金モデルが一部変更されました。
各会員からの年次資金への寄付金を3年間投資
運用し、その後GGやポリオ等RI主導のプロジェ
クトの運用資金となる国際財団活動資金（ワー
ルドファンド：WF）及び地区の国際奉仕、社会奉
仕活動の資金となる地区財団活動資金（DDF）と
して還元され、投資収益は国際ロータリー運営
費用に充てられるという基本的な枠組みは変わ

りません。主な変更点は以下の通りです。
・ポリオプラスへのDDF寄贈へのWFからの上乗
せ額が従来の100％から50％となります。
・グローバル補助金プロジェクトへのDDF配分
に対する上乗せ額が従来の100％から80％と
なります。
　　　　　

【9月号　縦組記事より】
P4～8    [社会力育てが人類社会を救う]

　2019年2月15日に開催された2800地区（山
形県）第5ブロックIMでの元筑波学院大学学長・
筑波大学名誉教授　門脇厚司氏の講演の要旨です。
　「社会力」は門脇氏が提案した造語で体現する
能力を表し、社会力を持つ人間とは、より良い社
会を考え、創りたいという意欲・意思があり具体
的に行動できる人です。これまでの日本社会は
常に他者を意識し人々が縁や絆で結ばれ社会力
は自然に備わってきましたが、最近の日本社会
は急速に変化し、社会力を育てる仕組みが欠落
しています。社会力は生まれた時から潜在的に
人間に備わっており、それを引き出し育てるこ
とは難しい事ではありません。20歳までに社会
力を培う「基本的教育」が日本の社会を救う…。
ロータリーの青少年奉仕活動にも是非取り入れ
るべき考え方でしょうか。

P.9～12　[この人を訪ねて]
　今回は神戸RCの河野忠友会員。阪神大震災で
壊滅的打撃を受けた老舗靴メーカー「カワノ」の
社長として修羅場を切り抜け、コロナ禍で店舗
とネット販売のハイブリッドビジネスに目覚
め、社員には自ら「誇りを持って靴を磨こう」と
靴磨きの極意を伝授する独自の経営哲学が紹介
されています。

社会奉仕委員会　松田振興委員長
　2021-2022年度　社会奉仕クラブフォーラムに合わ
せ、10月1日午後2時に「人道的国際奉仕活動」である
JASSO大阪日本語教育センターに寄贈する120万の贈呈
式を行います。コロナ緊急事態宣言のため、行う場所は学
校かホテル会場かまだ決まっていません。そして、学校の
場合なら参加人数が制限されます。できるだけ多くの会
員に参加して頂きたいです。9月12日以降コロナ緊急事
態宣言状況次第、再度ご連絡致します。よろしくお願い致
します。

会計　尾﨑敬則会員
　今年度クラブ事業計画書に掲載した「収支概算予算書」
に誤りがありましたので、理事会のご承認を得て、これを
修正し、修正したもの（修正後の数字は青字）を、本日、ポ
ストインしました。今後、このようなことがないように注
意して職務を遂行したいと存じます。申し訳ありません
でした。

◆ 委 員 会 報 告 ◆



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

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）

「ロータリーの友って知ってる？」

　9月はロータリーの友月間です。 日
本独自の月間です。今日は、下記ポイ
ントを中心にお話しします。
●2021‒22年度　新企画 
「ガイ散策」
　ガイ・ガンディカー（1873～

1960）って聞いたことがありますか？ 初めてロータ
リーの奉仕概念、クラブ運営のあり方を文章にし、解説
した人です。 ロータリーが創立されて110年以上がた
ち、創立当時とはいろいろなことが変わりましたが、基
本とすることは変わっていません。 そのロータリーの
根幹を鈴木一作PGが解説します。 
　「すずちゃんの Just say cheese！」写真撮影の極意を
解説します。
　ロータリーは広報も大事！写真の撮り方を覚えてビ
ジュアルイメージを向上しよう！フォトグラファーの
鈴木知子さんが、毎月テーマに沿って解説します。
●『友』の役割 
　日本のロータリーの会員が親睦を深めるための会報
誌、国際ロータリーからの情報を伝える。
●『友』を読む・投稿する・活用する 
・他の地区、クラブの活動を知ることができる
・国際ロータリーの方向性が分かる
・同じ趣味の友達が見つかるかも
・記録として残る
・他のクラブから連絡が来るかも！
・クラブが元気になる
●ウェブサイト・電子版について
　現在、友では印刷版と電子版の発行をしています（ア
メリカとカナダのロータリアンについては、2010年4
月の規定審議会で、印刷版と電子版の選択ができるよう
になりました）。毎月1日に最新号がアップされます。
　新型コロナウイルスで例会が休会になり、友を受け取
ることができなかったクラブの会員さんには大いに活
用して頂きました。
　なお、ご覧頂く際に必要なIDとパスワードは、各クラ
ブに9月号のロータリーの友に同封してお送りしまし
たので、事務局にお尋ねください。

9月3日〈第1例会ハイブリッド〉

▲恒元直之雑誌・広報委員長

▲ロータリーの友地区代表委員　廣瀬太一氏

▲ホームクラブ連続皆出席100回　石濱会員

（編集担当　野村・遠田）

9月3日（第1例会ハイブリッド）
吉村ガバナー補佐をお迎えして。
廣瀬様、よろしくお願い致します。

小林（正）会員
小林会長さん、お世話になり有難うございます。

岡倉会員
今回は100回出席できました。次は200回を目指し
ます。

石濱会員
本日、雑誌・広報委員会担当の卓話です。
ロータリーの友地区代表委員の廣瀬太一様、本日は
何卒よろしくお願い致します。

恒元会員
他、お祝い　10件
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