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知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある
ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自
の職業を高潔なものにすること
ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会
生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；
奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じ
て、国際理解、親善、平和を推進すること。

ロータ リーソング
奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー

日も風も星も

我らの生業
我等の生業 さまざまなれど
集いて図る 心は一つ
求むるところは 平和親睦
力むるところは 向上奉仕
おゝロータリアン 我等の集い

それでこそロータリー

さわやかな朝だ われらはロータリアン

どこで会っても やあと言おうよ

いつもほほえみ いつも元気で

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

さあ 出掛けよう

遠い時には 手を振り合おうよ

日も風も星も ラララ光るよ

それでこそ ローロー ロータリー

われらがロータリー
「聞こえるかい 熱い心の高鳴りが」
夢を世代に受け継いで
今日も明日もその先も
胸いっぱいに友情深め
肩組んで 謳おう
われらがロータリー

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
One profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.
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ホルガー・クナーク

会長 斉藤 勝俊

「会員基盤、そして、
つながりを維持・強化
しよう」
月間テーマ
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2020年11月26日

■ 本日の卓話
「日本のエネルギー事情」
河村 幸司 君

■ 今日の歌

例 会 日 ： 2 0 2 0 年 1 1月 2 6日

ロータリー財団月間

(令和2年11月26日）

来週の例会
■ 12月3日（木）
卓話 小畑 治彦 君

「我等の生業」

会長の時間

斉藤会長
「地区大会」を控えて

１ 毎年、地区ごとに地区大会が開かれます。地区大会の目的は、クラブ会員がロータリーの最新情報や地
区内の活動状況について学び、ほかのクラブのロータリアンと交流することです。地区大会は通常１～２日間
に亘って行われ、以下のようなプログラムが含まれます。
・ＲＩ会長代理が国際ロータリーの最新情報を伝え、会員の活動意欲を鼓舞する
・地区案件の討議と投票
・地区会員が関心をもつような主題の講演
・奉仕活動やリーダーシップに関する情報の提供
２ 我々の２６６０地区では、地区大会は例年２日間に亘って行われていましたが、コロナ禍のなかで今年度

町に灯（ともしび）を
出会いの挨拶してごらん
並木さらさら葉から葉へ
人にやさしい町の風
ロータリー ロータリー
廻って 守れ 風車になって
地球がきれいな息をする

限りなき道ロータリー
奉仕の理想 胸に秘め
友情花と咲かせつつ
生きよう今日も ニコニコと
一筋の道 ロータリー
限りなき道 ロータリー

は１２月１２日（土）の１日のみの開催となりました。 簡仁一ガバナーは、今年度の地区大会は、「ＢＡＣＫ，Ｔ
ｏ ｔｈｅ ＦＵＴＵＲＥ～基本に戻って、未来へ～」という地区スローガンに基づいて、ロータリーの原点に立ち返
り、ともに手を携える意味を見つめ直そうと、ライブ配信を実施して来場できない会員とも心を一つにして同じ
時間を共有し、絆を深めることを願っておられます。ライブ配信は地区ホームページから実施されます。
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幹事報告

浅浦幹事

≪これからの予定≫
【1】 本日例会後、第2回指名委員会
【2】 12/3（木）例会後、12月度定例理事会
【3】 12/8（火）衛星クラブ例会 19：00～20：00
於：事務局
【4】 12/12（土）地区大会
（斉藤会長、浅浦幹事出席）
＜連絡事項＞
【1】 12/13（日）はシェラトン都ホテル大阪にて移動
例会ならびにクリスマス家族会です。多数の
ご参加をよろしくお願い致します。

会員コラム

前田 興二

『従業員を大切に』
令和2年5月14日、日本経済新聞に全15段広告で
大きくこの文字と株式会社識学の安藤広大さんが
その意図について書かれた広告だった。
コロナが我々の生活はもちろんお客様の経営状態
に大きな影を落とし始めた初期だった。
当時、東京の飲食店のお客様が破産をするという
相談がありその前に私どもの会社に3名雇って欲し
いと社長から頼まれていた。同い年の社長の自分
よりも先に従業員の生活を考える姿に頭が下がり
採用し、彼らは今も一生懸命働いてくれている。
その時期に、この広告を読み雇用ということについ
て若輩ながら腑に落ちた文章だったのでご紹介し
たい。3,000字近い内容なので抜粋になります。
経営者は「社員の人生」に対して責任があります。
経営者は、会社を成長させることで会社の「社会
性」を高め、会社の「利益」を増やし、それを社員に
分配することでその責務を果たします。
ただしそれは「当面の責務」であり、もうひとつ大切
な責任があります。それは「稼ぐ力を身につけさせ
てあげる」ということです。
経営者は、この先もずっと社員と一緒にいるとは限
りません。
いつも隣で手取り足取りサポートできるわけでもな
いし、自分が先に辞めるかもしれない。社員が先に
会社を辞めるかもしれません。
経営者としてずっと社員の隣にいられるわけではな
いのです。
会社は「生きる基盤」となる唯一のコミュニティ
給料とは「有益性」への対価です。有益性以上の給
料は従業員に借金をさせるのと同じ。
厳しくも優しい文章。迷うたびに読み返しています。

一口情報

出席報告
会員研修・会員選考委員長
井上 家昌

（11/19）の出席者数：31名（3）

我がクラブの先輩紹介

11/19出席率：60.78%

「吉川謹司さん」

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）
10/29

11/5

11/12

休会

31(3)名

30(2)名

MU出席

4(0)名

5(1)名

修正出席率

68.63％

68.63％

HC出席

国際ロータリー第２６６０地区パストガバナー
（２０１１年１２月１１日 ご逝去）
・ブラジル政府観光局日本事務所代表
・大阪・サンパウロ市姉妹都市協会長
・ブラジルにもっとも近い日本人の一人といわれる。
昭和４８年３９歳で渡伯。当時のブラジルは完全な
格差社会。公用語のポルトガル語を全く話せなかっ
た吉川さんは苦労して働かれ「人間死に物狂いに
なればなんでもできる」を実感されます。多様な民
族と文化が同居するプラジルでヨーロッパ、アラブ
などさまざまなスタイルのプライダルを成功させ、顧
客の信用を得ます。日系人社会ではなく、非日系人
の社会と最初につながりをもったことが、その後の
吉川さんのライフスタイルを決めました。そんな異
色の経験が、何よりも生きたのが、平成１６年（２００
４年）に大阪で開かれた「国際ロータリー２００４国
際大会」でした。大会は世界113か国、４５,３８１名
の参加というロータリー歴史上、最大で、空前の大
会となり、当クラブからも大会の準備や、当日会場
の大阪ドーム、リーガロイヤルホテル、国際会議場
で５月２３日から４日間、それぞれお手伝いで参加
しました。この大会に吉川さんは、大会事務総長と
して、千玄室大会委員長のもと近藤雅臣実行委員
長とタッグを組まれ、大会を成功に導かれました。
吉川さんは常日頃、この様に話されています。
「ロータリーは自己研鑽の場であると同時に知り合
いも増え、友情を深めることができる場。教えられ、
助けられることを通して社会へ恩返しとしての奉仕
の心を知り、誇りが生まれるのです。
入会３，４年目で商売のプラスになるのか、学ぶこと
は学んだといった『ロータリーはわかった』風になり
がち。そのおごりを正し、行くべき道を示すのが会
長の役目。会員の増強をいうなら、会長が、まず燃
えなくては」というのが吉川さんが残された言葉で
す。

11月19日

2021年ロータリー国際大会（台北）
早期割引登録のご案内
今年度のロータリー国際大会は来年６月１２日～１
６日の５日間、台湾の台北南港展覧館（TaiNEX）を
中心に開催されます。開催まで約７ヵ月となり、登
録料早期割引の申し込み締め切り日が近づいて来
ました。参加ご希望で登録がまだお済でない方は、
下記の通り早期割引登録をご利用されるようご案
内申し上げます。
登録日
２０２１年 ２月１５日まで
２０２１年 ３月３１日まで
２０２１年 ４月 １日以降

登録料
３６５ドル
４４０ドル
５１５ドル

また６月１３日（日）夕刻には恒例の「2660地区 大
阪ナイト」を開催致します。例年、国際大会 開会式
前日に開催しておりますが、１２日に「第３回米山世
界大会」が開催されるため、今年度は開会式当日
の夕刻となります。
今後の情勢の変化に伴う情報に十分ご留意のうえ、
参加のご検討を頂きますようお願い致します。
開会式、スケジュール等につきましては、下記
国際大会ウェブサイトにてご確認下さい。
https://www.riconvention.org/ja/taipei/program
highlights

