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2021-2022年度国際ロータリー会長　シェカール・メータ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

NO. 2510
2021-11-19

Serve to Change Lives

職業奉仕委員会　宮田正人委員長
　11月6日（土）、大阪YMCA会館にて国際ロータリー第
2660地区　2021-22年度クラブ職業奉仕委員長会議（オ
ンライン＆リアル出席者合計107名）が開催されました。
上甲悌二地区職業奉仕委員会委員長の「今年度活動方針・
活動計画」に始まり、「職業奉仕とは」「卓話モデル」「職業
奉仕活動の事例紹介」など様々な説明がありました。
また、2022年1月14日（金）職業奉仕月間の当クラブ卓話
では地区職業奉仕委員会の方に来て頂く予定です。

雑誌・広報委員会　恒元直之委員長
「ロータリーの友」2021年11月号紹介
【11月号　横組記事より】
P.5 
[シェカール・メータ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）]
　11月は「ロータリー財団月間」です。メータ会長が初
めて奉仕の重要性に目覚めたのは、近隣の農村にトイ
レを設置し安全な飲み水を提供するクラブのプロジェ
クトです。世界中で実施される数多くのロータリーの
プロジェクトを支えるのがロータリー財団です。世界
中のロータリアンの思いが詰まった寄付により、困窮
する人々、弱き人々に手を差し伸べ、人々の暮らしを変
える事が出来ます。メータ会長は、ロータリー財団を
「ロータリーが全人類に対して愛を表し続ける命の通
うモニュメント」に例え、ロータリー財団の果たす役割
に改めて思いを巡らせるよう呼び掛けています。

P.18～29
[2022年ヒューストン国際大会：THE SKY IS THE 
LIMIT－無限に広がる可能性（RI指定記事）]
　今年度の国際大会は、2022年6月4～8日アメリカテ
キサス州ヒューストンで開催されます。ヒューストン
は人口700万人のアメリカ第4の大都市です。市民の半
数以上が黒人、ヒスパニック、アジア系で占められ、
30％近くがアメリカ国外生まれの人種や民族の多様性
に富む街で、最先端技術の中心地であるだけではなく、
近未来を越えたその先を垣間見れる世界の窓です。ボ
ストン在住のライター マイルズ ハワードさんが、無限
に広がる可能性を秘めたグローバルな未来都市ヒュー
ストンをくまなく紹介します。一流のレストラン、博物
館、公園、文化スポットを堪能して下さい。

　12月3日（金）に地区大会が開催されます。13時開始予
定であるため、同日の例会は時間を繰り上げますのでご了

承ください。地区大会の決議事項については、WEB併用の
開催となる関係上、事前の投票が求められています。決議
事項について、賛否の意見や質問がある方は11月25日（木）
までに会長・幹事宛お申し出ください。ご意見がなければ、
全部に賛成票を投じる予定です。よろしくお願いします。

◆ 委 員 会 報 告 ◆

●出席報告

ホームクラブ出席率95.12％
10月29日（第5例会）補正出席率100％（MU4名）

◆ 会 長 の 時 間 ◆

11月26日（第4例会）

12月3日（第1例会）

11月19日（第3例会）

11月12日（第2例会）

次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

●例会場
●卓話

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「令和の弁護士業界」
約20年前から始まった一連の司法制度改
革を経た、現在の司法制度や弁護士業界
について、卓話者をとりまく環境と共にお
話しします。

元氏成保会員
＜フランス　肉料理＞

●例会場
●卓話

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「東京オリンピック、ゴルフ競技の裏話と
中小企業M＆A実体験について」

大東将啓氏
（山口　寛会員担当）

＜日本料理　軽食丼物＞

●例会場

●理事会

●地区大会

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
例会時間変更　　11：15～11：45
シェラトン都ホテル大阪　3階　ホワイエ
　　　　　　　　10：45～11：15
大阪国際会議場　13:00～17:20

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

先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

出席会員39名（内免除会員7名）
会員総数46名（同上12名）
ゲスト　  0名
ビジター  0名

計39名



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

上　敏郎会員
「ロータリーは人をつくる…。」

　直前に会長方針を知り、①自己紹介
編　②卓話編の二部構成になります。
①自己紹介
　入会は1981年4月で在籍40年です。
職業分類は情報通信設備です。電話＋
コンピュータ＋情報システムを設計
から保守までを扱っています。 
　情報通信の変化は皆さんが体感し

ているとおりです。その近未来はAlと量子コ ンピュータ
の組み合わせ次第で人間の英知にかかっています。しか
し、進化の先には不都合な部分も見え隠れしています。
代表例は、高性能のコンピュータは電力の消費量が問題になり

11月12日〈第2例会〉

P.42
[財団のことをご存知ですか（RI指定記事）]
　ロータリー財団月間に寄せて、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。我々
の思いやりという感情を実際の活動に結び付けてくれ
るのがロータリー財団です。ロータリー財団は知性の
宿るロータリーの心臓です。心臓は皆さんの寄付で動
き続けますが、大切なのはお金の多寡ではなく、そのお
金で何が出来るかを忘れてはならない事です。ロータ
リー財団への継続的な支援を呼び掛けています。

【11月号　縦組記事より】
P4～8 
[デジタル技術って？光通信が支えるテレワーク]
　2020年11月20日に開催された2630地区（岐阜県・
三重県）中津川デジタル産業企画展での東京工業大学
栄誉教授 末松 安晴氏の講演要旨です。
　コロナ禍の在宅勤務でテレワークが大活躍していま
すが、それを支えるのが光通信、コンピューター、人工
知能、インターネットです。世界で初めての光ファイ
バー通信は1963年に東京工業大学で開発されました。
今では世界中の海底にくまなく光ファイバーケーブル
が張り巡らされ、インターネットに活用されています。
光通信、コンピューター、人工知能、インターネットの
基本原理が分かり易く解説されており興味深い内容で
す。インターネットを使う携帯電話、すなわちスマート
フォンの発想の生みの親はアップル社のスティーブ・
ジョブズではなく、日本のNTTであったというのも驚
きです。「Zoomやテレワークより、やはり顔を突き合わ
せて」という声が多く聞かれますが、フェースツー
フェースに加えてZoomやテレワークの良さを積極的
に活用する発想の転換が必要だとの末松先生の思いが
伝わります。

P.9
[卓話の泉：生きて呼吸するキムチ]
　2660地区大阪梅田RCの李会員の卓話が紹介されて
います。キムチは美味しいだけではなく、健康増進にも
大いに効用があります。

2020-2021年度幹事　小原一眞会員
　2020-2021年度の年次報告書がやっと完成いたしまし
た。これをもって役目を終えたいと思います。
　皆様、ぜひ年次報告書をご一読ください。

ます。ネット社会ではセキュリティー事故やハッカーの
被害が拡大します。国の安全保障にも警戒感が出ていま
す。また権力者による監視社会の出現も否定できません。
これら不都合な現実に対する国民の認識が甘いように思
います。

② ロータリーは人をつくる
　ロータリーの真髄は職業奉仕と思っています。今日で
も建前としては職業奉仕を核として拡大を続けているは
ずです。
　ロータリーには多くの規則や独特の手続きがありま
す。これを理解し正しく活用することが必須です。ここの
手抜きが常態化しているとすれば問題です。委員会活動
は身近なものですが満足されていますか。（ ＊テリトリ。
＊1業種1社。）
　ロータリーは会員増強という難しい課題を抱えていま
す。この会員増強にも標準的な手続き（規則）があります。
推薦・増強、分類、選考、理事会、そして会員の承認という
手続きを踏みます。それをパスすれば入会が承認です。
　企業は人なりと言いますが、ロータリーも同様です。企
業が新人を訓練するように、ロータリーにも新人の訓練
が必要です。賛同頂けますか。
　ロータリーは地域で選抜された人々が自己研鑽と職業
倫理を高める目的で集まっています。推奨は偏らない業
種構成です（＊）。古くからロータリー活動は人間道場に
通じると言われてきました。出席、親睦を奨励するのはそ
ういう配慮だと思います。
　会員は合格した選ばれた人です。誇りをもって委員会
活動はもとより、ロータリー行事に積極的に参加してく
ださい。同時にロータリーのルール、しきたり、規則など
のイロハも学習してください。異業種の集団ですから自
分の業界ルールを無意識に持ち込まないでください。そ
の錯覚が混乱を招きます。
　イモを集めてゴロゴロかき回すと、ぶつかり合って角
も取れ一皮も二皮も向けていいイモになる。私が入会し
た頃は「イモ頑張れよ、休むなよ、自分を磨く道場と思っ
て例会は休むなよ」と励まされました。
　「ロータリーは人をつくる」とは佐藤千寿という有名な
ガバナーの造語です。胸のバッチと人格の差の極小化が
課題だったのでしょうか。新人の私には退会防止の寸言
になったと思います。
　ロータリー活動を続けていると先にはきっと新しい自
分を発見すると思います。
　ロータリーは人をつくる道場です。ルールを学習し理
解して行動しましよう。会長・幹事、各理事・委員長は丁寧
なリード役をお願いします。
　ロータリー「四つのテスト」を推薦して卓話を終わり
ます。（40周年に配布）

▲情報集会・新会員歓迎会



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

▲遠田会員

▲勝島会員

▲佐伯会員

▲岡会員

（編集担当　野村・細川）

11月12日（第2例会）
長々と休ませていただきました。

岡部（泰）会員
岡部泰鑑様、お帰りなさいませ! お会いできてうれし
いかぎりです。ご無理なされないで下さい。

山本（智）会員
本日の情報集会ですが、妻が学会出席で出張する事
をすっかり忘れていました。小さい娘を見る為、欠席
いたします。申し訳ありません。

泉会員
その他、お祝い　2件

に こ に こ 箱
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・

・

・


