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会長：濃添　敬造PRESIDENT INFORMATION

われらがロータリー 雨ふりお月

〈第1688回〉 2020年10月13日（火） 本年度第12回

担当：山崎会員担当：田中（信）会員

【私見】withコロナ
ビジネスで変わること、変わらないこと青少年奉仕委員会よりの提案

10月20日（火）

10月6日【1687回】

会員数　 　 　 　 31名

（内出席規定免除 11名）

出席会員   20名中  12名

出席免除会員  11名中  7名

出 席 率 19/26  73.08%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 19名

前々回  20/24  Ｍ/Ｕ 0名

修正出席率 83.33%

担当：中森会員

本日のロータリーソング

（3ページより）

◆特別事業担当理事 大草　　修

◆SAA 中村　浩一

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、ロータ
リー活動も制限されておりますが、withコロナの中、
濃添会長、吉羽幹事と協力して新しいロータリーの
活動を作っていけたらと思っております。

本年度ＳＡＡを担当させていただきます。会長の
活動方針にもありますように、コロナウィルスとの共
存を考えつつ「例会」の新様式を進めていかなくては
と思います。会長のご意見また皆さまのご意見を頂
戴しながら大変難しいと思いますが新しいロータ
リーの例会様式を考えていければと思います。ＳＡ
Ａ７名のメンバーで担当を決め、スムーズな例会進
行を行いたいと考えます。鶴見ロータリー特有の握
手による挨拶、歓迎ができませんので、ロータリーソ
ングにありますように、「やあ」という掛け声で例会を
スタートしたいと思います。
ご協力を宜しくお願い致します。

本年度は若きエース水口氏を副委員長にお願い
し実質委員長役を引受けて頂いています。
8月の地区委員会にも出席して頂きありがとうござ
いました。新型コロナウィルスの流行が続く中、出来
る限り知恵を絞って活動をしたいと思いますので皆
さんの御協力をお願い致します。

◆青少年奉仕担当理事 田中　信明

本年度国際奉仕部門担当の理事を担当させてい
ただくことになりました津野でございます
本年度はコロナの影響でかつてない年度になるこ

とは間違いないかと思います。特に国際奉仕活動は
影響を受けやすいと考えておりますが、せっかくの
機会ですのでコロナ禍（with virus）における国際奉
仕活動について考えたいと思います。
いずれにしましても楽しく務めさせていただきます
ので、皆様一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

◆国際奉仕担当理事 津野　友邦

今期は具体的な行動をして地域に貢献出来る活
動を目指したいと思います。
直近の具体的な活動といたしましては、例年通りサ
ツマイモスクールの協力させて頂いてますが今年は
収穫当日、収穫するだけでなくボランティアを募って
運営のお手伝いをさせて頂きます。

（代理）副委員長　須田　幸史朗

◆社会奉仕担当理事 広瀬　芳和

け取られていた。しかし、ＲＩの流れは変わりつつあ
り、最近ではモットーと言えば第１の「超我の奉仕」
だけを示すようになっており、職業奉仕の理念が軽
視されている。
これに対し、日本のロータリーは職業奉仕の理念
も重視する伝統がある。2008年ＲＩ理事の渡辺好
政氏は講演「ロータリーにおける職業奉仕の重要性
について」の中で「ロータリーの樹」の2つのモットー
はコインの表裏の関係と言われその一体性、即ち職
業奉仕の理念の重要性をも強調された。私も職業奉
仕委員長として職業奉仕の理念の重要性をも強調し
たい。
今回の新コロナにより対社会的（人道的）奉仕活動
が制約される中、災い転じて福となす諺のとおり、鶴
見ロータリーの皆様にじっくりと職業奉仕を学び身
につけていただけるように、地区の卓話モデルを使
用した卓話を実施する所存です。

事務所：〒534-0026 大阪市都島区網嶋町9番１０号　太閤園内
電話：06-6357-8171 ファックス：06-6357-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：太閤園
会長：濃添敬造／幹事：吉羽潤司／SAA：中村浩一
電子メール；rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：http://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ「Regrowth(再び成長する）の機会を！」

経済と地域社会の発展月間／米山月間

とりあえず例会が再開できましたことを喜んでおり
ます。今日の例会から、オンラインで参加が可能と
なっております。そこで今日は危機の時代にクローズ
アップされたオンラインでのコミュニケーションにつ
いて考えてみたいと思います。
コロナショックで、人と人の距離を置かなくては い
けない状況の中で急激に成長した分野が、Zoomミー
ティングやスカイプなどのテレビ会議システムでしょ
う。
 特に多人数で画像や音楽の共有にも優れたZoom
は、運営する米新興企業ズーム・ビデオ・コミュニケー
ションズは８月３１日、２０２０年５～７月期決算
を発表し、売上高が前年同期比約４・６倍の約６・６
億ドル（約７００億円）となり、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴う在宅勤務や遠隔教育の需要が業績
を押し上げました。
有料で利用する法人向けが増加し、従業員１０人

会長インフォメーション会長インフォメーション

危機の時代のオンラインでのコミュニケーション

超の企業などでの利用は前年同期比約５・６倍の
約３７万件に達したそうです。わずか3、4か月の間
に利用者数が30倍にも膨れ上がったといいます。 
利用者の中でも特に有益な結果を出している
ジャンルにスクールビジネスがあります。スクールビ
ジネスはこれまでどうしても場所に縛られるという
制約がありましたが、オンラインレッスンのシステム
ですと時差を設定するだけで、全世界がターゲット
になる。ネットで決済が完結する。しかもネット上で
も集客プロモーションは、エリアを広げれば広げる
ほど安くなるので、アイディアしだいでさまざまな文
化的、経済的な広がりが期待できます。
テレビ会議システム自体は約20年前から存在し
ていましたが、使っている人はごく一部の人々で見
過ごされたジャンルでした。それが今回一気に情報
のメインに躍り出ました。そしてほとんどの人が、こ
のジャンルの初心者です。テレビ会議システムは道
具、使い方は私たちが創造します。みなさんも積極
的に新しい媒体として使い方を考えてみてはいか
がでしょうか？



卓 話

稲 垣 会 員 10月14日五体満足に生んでくれた亡き母
に感謝

秀 島 会 員 みなさま！おひさしぶりです。お元気そうで
なによりです。会長・幹事　おつかれ様で
す！

小 山 会 員 久しぶりに皆様にお会いできて、うれしく
存じます。前回のHC10回連続出席賞自
祝

水 間 会 員 皆さんお久し振りです。お元気ですか、小
生だいたい元気です。では、お元気で。

中 村 会 員 皆様、お久しぶりです。
例会が無事に続けられます様！！コロナ禍
の早い収束を願って！！

※受入れ場所： 第2660 地区内、または近隣地区(通学
可能範囲）(受入学生の学校は複数あり、
年度により異なります)

※受入れ期間： 3 ヶ月前後(短期の登録も可)

※受入れ時期： 受入れをお願いする時に改めて受入れ
の可否をお伺いします。

※受入れ辞退： ホストファミリーバンクへの登録はホス
トファミリーを強要するものではありませ
ん。ホストファミリーの事情を最優先しま
すので、受入れ時期やご家族の状況など
により受入れを辞退する事ができます。

※主な役割：家族の一員(他の家族と同じ権利や義務
を与える)として受入れ、日本(家庭)での
習慣について適応できるように助ける。

※部屋の確保：原則として個室を使用(同性同世代の同
室も可能)

※登録手続き：添付の別紙「ホストファミリーバンク登録
申込書」にご記入下さい。(申込者がロー
タリアン以外の場合、推薦ロータリアン
の欄もご記入願います。)

※ 外 国 語 ：必要ありません。

大 草 会 員 久しぶりの例会
みなさんとお会いできてうれしいです。

山 崎 会 員 久しぶりの例会、大変嬉しく思います。
皆様、くれぐれもご自愛下さいませ。

田中（信）会員 久し振りの例会に参加出来ましてありが
とうございます。
皆さんのお元気なお姿に接しうれしく思
います。今後共コロナウイルスに注意しま
しょう。

10月10日(土) 

7月17日(土) クラブ国際奉仕委員長会議のご案内
出席者：秀島

7月17日(土)

7月18日(日)

クラブ社会奉仕委員長会議のご案内
出席者：吉羽
さつまいもスクール収穫体験
於：鶴見緑地公園 体験学習コーナー

公共イメージ向上並びにクラブビジョ
ン策定セミナー  出席者： 山崎

12月12日(土) 地区大会

￥34，０００.-　　　　累計　￥104，0００.-
    

今後の予定です。

（注記）当初予定の２日間の予定が、１日に短縮され、
オンライン参加が可能となります。
　来年３月６日　ロータリーデー　ホスト：大東RC
　於　　：四条畷学園　80周年記念ホール
　出席者：濃添会長、吉羽、水口
　　　　  （フレッシュロータリアンスピーカーとして）

・例会再開にあたり、スケジュール表を作り直し、６日の例
会にて配布いたしました。
　各自、卓話のスケジュールをご確認頂き、不都合がある
場合は、従来通りご自分でご調整くださいますよう、お願
いいたします。

・卓話スケジュールにつき、10月27日が稲垣会員、11月17
日が発会員へと変更となりました。

・例会がWith コロナの新しいスタイルにて開催されること
に伴い、オンライン参加される場合は、前日までに事務
局まで連絡ください。　　
　欠席される場合も、今まで以上に事前連絡を頂きますよ
うお願い申し上げます。
　廃棄食品を減らすように鶴見RCとしても尽力しましょう！

インターアクトとは何か
①インターアクトは12歳から18歳までの青少年のため
　の奉仕クラブです。
②提唱クラブと共に奉仕プロジェクトを計画し、実行す
　る。

インターアクトクラブの特徴
①提唱ロータリークラブがあること
　　活動費等は提唱クラブが負担
　　インターアクトクラブ例会には提唱クラブが参加
　　（担当委員会）
②学校単位で加入すること
　　インターアクターは在学期間中のみ
③地区合同行事に参加すること
　　海外研修・年次大会・新入生歓迎会など
④海外研修渡航費
　　参加者本人・提唱クラブ・地区委員会が三等分
　　今年度は各クラブ6名までの補助予定
⑤学校・保護者の理解・協力が必要

ローターアクトとは
　18歳以上の人びとが集まって、地域社会のリーダー
と意見交換したり、リーダーシップと専門的なスキルを
育みながら、楽しく奉仕活動を行います。

ローターアクトの活動
　ローターアクト会員は、クラブの組織、運営、資金管理、
活動や奉仕プロジェクトの計画・実施を自ら決定するこ
とができます。スポンサーとなるロータリークラブが奉
仕のパートナーとしてローターアクトを指導・支援します。

ホストファミリーバンク
　ホストファミリーの経験がない方には多くの不安が
あり、登録をためらわれるご家庭もあるかもしれません
が、
実際に受け入れする場合には、ホストファミリーを対象
にした説明会やオリエンテーションもご用意しておりま
すし、初めての方には短期間(夏休みなど)の受け入れ
を体験していただく事もできますので、どの様なことで
もご相談下さい。

ローターアクト会員は、クラブの組織、運営、資金管理、
活動や奉仕プロジェクトの計画・実施を自ら決定すること
ができます。スポンサーとなるロータリークラブが奉仕の
パートナーとしてローターアクトを指導・支援します。

国際ロータリー第2660 地区青少年交換委員会
ホストファミリーバンク係
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-5-11
　　　　　　トヤマビル東館6階
TEL：06-6264-2660  FAX：06-6264-2661
Email：funahashi@ri2660. gr. jp

※その他：詳細についてのお問い合わせは、ガバナ一事
務所(担当:舩橋)までご連絡下さい。

（4ページへ続く）

理事・役員

幹事報告 幹事：吉羽 潤司

クラブ青少年奉仕合同委員長
会議に関する補足案内 水口 敦司

副委員長

就任挨拶

-卓  話-

担当：秀島会員

本年度副会長･クラブ奉仕担当理事を承りました。
クラブ奉仕は、いわばロータリークラブそのものの
運営ですが、コロナ禍での例会や親睦のあり方につ
いては、７月のクラブフォーラムで、皆様から貴重な
ご意見を頂いたところです。これらのご意見を踏まえ、
またクラブ奉仕委員会の委員各位のご協力を得て、
的確なクラブ運営を目指して参りたいと思います。さ
らに、会員増強も重要な課題ですので、併せて皆様
の引き続きの強力なご協力をお願いいたします。
また、副会長は、会長不在の場合にその代行をす
ることになりますが、濃添会長には、ぜひ皆出席をし
て頂いて、副会長の出番がないようにして頂けます
よう、よろしくお願いいたします。

会長エレクトという大役を仰せつかりました鳥居
です。
次年度は、コロナ禍が終息していることを切に願っ
ています。
コロナ禍の後を踏まえ、微力ではありますが、何が
できるかを考え、その次の年度に引継ぎができるよ
うに頑張ります。
皆様のご協力をお願い申します。

今期会計を承りました源です。
コロナ禍でイレギュラーなスタートで、例会、集会
が自粛されていますが、出来る範囲で活動できれば
と思います。

◆副会長 清水　正憲

◆会計 源　壽美子

◆会長エレクト 鳥居　和久

ロータリーには二つの奉仕理念がある。１つは自
分の事業や業界のモラルを高めていこうという職業
奉仕の理念。「最もよく奉仕する者最も多く報いられ
る」という標語・第２のモットーと言われているもの。
もう１つは対社会的（人道的）奉仕活動の理念。「超
我の奉仕」という標語・第１のモットーと言われてい
るもの。当初はこの2つの奉仕理念は一体のものと受

◆職業奉仕担当理事 菊井　康夫

申込先
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うお願い申し上げます。
　廃棄食品を減らすように鶴見RCとしても尽力しましょう！

インターアクトとは何か
①インターアクトは12歳から18歳までの青少年のため
　の奉仕クラブです。
②提唱クラブと共に奉仕プロジェクトを計画し、実行す
　る。

インターアクトクラブの特徴
①提唱ロータリークラブがあること
　　活動費等は提唱クラブが負担
　　インターアクトクラブ例会には提唱クラブが参加
　　（担当委員会）
②学校単位で加入すること
　　インターアクターは在学期間中のみ
③地区合同行事に参加すること
　　海外研修・年次大会・新入生歓迎会など
④海外研修渡航費
　　参加者本人・提唱クラブ・地区委員会が三等分
　　今年度は各クラブ6名までの補助予定
⑤学校・保護者の理解・協力が必要

ローターアクトとは
　18歳以上の人びとが集まって、地域社会のリーダー
と意見交換したり、リーダーシップと専門的なスキルを
育みながら、楽しく奉仕活動を行います。

ローターアクトの活動
　ローターアクト会員は、クラブの組織、運営、資金管理、
活動や奉仕プロジェクトの計画・実施を自ら決定するこ
とができます。スポンサーとなるロータリークラブが奉
仕のパートナーとしてローターアクトを指導・支援します。

ホストファミリーバンク
　ホストファミリーの経験がない方には多くの不安が
あり、登録をためらわれるご家庭もあるかもしれません
が、
実際に受け入れする場合には、ホストファミリーを対象
にした説明会やオリエンテーションもご用意しておりま
すし、初めての方には短期間(夏休みなど)の受け入れ
を体験していただく事もできますので、どの様なことで
もご相談下さい。

ローターアクト会員は、クラブの組織、運営、資金管理、
活動や奉仕プロジェクトの計画・実施を自ら決定すること
ができます。スポンサーとなるロータリークラブが奉仕の
パートナーとしてローターアクトを指導・支援します。

国際ロータリー第2660 地区青少年交換委員会
ホストファミリーバンク係
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-5-11
　　　　　　トヤマビル東館6階
TEL：06-6264-2660  FAX：06-6264-2661
Email：funahashi@ri2660. gr. jp

※その他：詳細についてのお問い合わせは、ガバナ一事
務所(担当:舩橋)までご連絡下さい。

（4ページへ続く）

理事・役員

幹事報告 幹事：吉羽 潤司

クラブ青少年奉仕合同委員長
会議に関する補足案内 水口 敦司

副委員長

就任挨拶

-卓  話-

担当：秀島会員

本年度副会長･クラブ奉仕担当理事を承りました。
クラブ奉仕は、いわばロータリークラブそのものの
運営ですが、コロナ禍での例会や親睦のあり方につ
いては、７月のクラブフォーラムで、皆様から貴重な
ご意見を頂いたところです。これらのご意見を踏まえ、
またクラブ奉仕委員会の委員各位のご協力を得て、
的確なクラブ運営を目指して参りたいと思います。さ
らに、会員増強も重要な課題ですので、併せて皆様
の引き続きの強力なご協力をお願いいたします。
また、副会長は、会長不在の場合にその代行をす
ることになりますが、濃添会長には、ぜひ皆出席をし
て頂いて、副会長の出番がないようにして頂けます
よう、よろしくお願いいたします。

会長エレクトという大役を仰せつかりました鳥居
です。
次年度は、コロナ禍が終息していることを切に願っ
ています。
コロナ禍の後を踏まえ、微力ではありますが、何が
できるかを考え、その次の年度に引継ぎができるよ
うに頑張ります。
皆様のご協力をお願い申します。

今期会計を承りました源です。
コロナ禍でイレギュラーなスタートで、例会、集会
が自粛されていますが、出来る範囲で活動できれば
と思います。

◆副会長 清水　正憲

◆会計 源　壽美子

◆会長エレクト 鳥居　和久

ロータリーには二つの奉仕理念がある。１つは自
分の事業や業界のモラルを高めていこうという職業
奉仕の理念。「最もよく奉仕する者最も多く報いられ
る」という標語・第２のモットーと言われているもの。
もう１つは対社会的（人道的）奉仕活動の理念。「超
我の奉仕」という標語・第１のモットーと言われてい
るもの。当初はこの2つの奉仕理念は一体のものと受

◆職業奉仕担当理事 菊井　康夫

申込先
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会長：濃添　敬造PRESIDENT INFORMATION

われらがロータリー 雨ふりお月

〈第1688回〉 2020年10月13日（火） 本年度第12回

担当：山崎会員担当：田中（信）会員

【私見】withコロナ
ビジネスで変わること、変わらないこと青少年奉仕委員会よりの提案

10月20日（火）

10月6日【1687回】

会員数　 　 　 　 31名

（内出席規定免除 11名）

出席会員   20名中  12名

出席免除会員  11名中  7名

出 席 率 19/26  73.08%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 19名

前々回  20/24  Ｍ/Ｕ 0名

修正出席率 83.33%

担当：中森会員

本日のロータリーソング

（3ページより）

◆特別事業担当理事 大草　　修

◆SAA 中村　浩一

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、ロータ
リー活動も制限されておりますが、withコロナの中、
濃添会長、吉羽幹事と協力して新しいロータリーの
活動を作っていけたらと思っております。

本年度ＳＡＡを担当させていただきます。会長の
活動方針にもありますように、コロナウィルスとの共
存を考えつつ「例会」の新様式を進めていかなくては
と思います。会長のご意見また皆さまのご意見を頂
戴しながら大変難しいと思いますが新しいロータ
リーの例会様式を考えていければと思います。ＳＡ
Ａ７名のメンバーで担当を決め、スムーズな例会進
行を行いたいと考えます。鶴見ロータリー特有の握
手による挨拶、歓迎ができませんので、ロータリーソ
ングにありますように、「やあ」という掛け声で例会を
スタートしたいと思います。
ご協力を宜しくお願い致します。

本年度は若きエース水口氏を副委員長にお願い
し実質委員長役を引受けて頂いています。
8月の地区委員会にも出席して頂きありがとうござ
いました。新型コロナウィルスの流行が続く中、出来
る限り知恵を絞って活動をしたいと思いますので皆
さんの御協力をお願い致します。

◆青少年奉仕担当理事 田中　信明

本年度国際奉仕部門担当の理事を担当させてい
ただくことになりました津野でございます
本年度はコロナの影響でかつてない年度になるこ

とは間違いないかと思います。特に国際奉仕活動は
影響を受けやすいと考えておりますが、せっかくの
機会ですのでコロナ禍（with virus）における国際奉
仕活動について考えたいと思います。
いずれにしましても楽しく務めさせていただきます
ので、皆様一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

◆国際奉仕担当理事 津野　友邦

今期は具体的な行動をして地域に貢献出来る活
動を目指したいと思います。
直近の具体的な活動といたしましては、例年通りサ
ツマイモスクールの協力させて頂いてますが今年は
収穫当日、収穫するだけでなくボランティアを募って
運営のお手伝いをさせて頂きます。

（代理）副委員長　須田　幸史朗

◆社会奉仕担当理事 広瀬　芳和

け取られていた。しかし、ＲＩの流れは変わりつつあ
り、最近ではモットーと言えば第１の「超我の奉仕」
だけを示すようになっており、職業奉仕の理念が軽
視されている。
これに対し、日本のロータリーは職業奉仕の理念
も重視する伝統がある。2008年ＲＩ理事の渡辺好
政氏は講演「ロータリーにおける職業奉仕の重要性
について」の中で「ロータリーの樹」の2つのモットー
はコインの表裏の関係と言われその一体性、即ち職
業奉仕の理念の重要性をも強調された。私も職業奉
仕委員長として職業奉仕の理念の重要性をも強調し
たい。
今回の新コロナにより対社会的（人道的）奉仕活動
が制約される中、災い転じて福となす諺のとおり、鶴
見ロータリーの皆様にじっくりと職業奉仕を学び身
につけていただけるように、地区の卓話モデルを使
用した卓話を実施する所存です。

事務所：〒534-0026 大阪市都島区網嶋町9番１０号　太閤園内
電話：06-6357-8171 ファックス：06-6357-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：太閤園
会長：濃添敬造／幹事：吉羽潤司／SAA：中村浩一
電子メール；rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：http://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ「Regrowth(再び成長する）の機会を！」

経済と地域社会の発展月間／米山月間

とりあえず例会が再開できましたことを喜んでおり
ます。今日の例会から、オンラインで参加が可能と
なっております。そこで今日は危機の時代にクローズ
アップされたオンラインでのコミュニケーションにつ
いて考えてみたいと思います。
コロナショックで、人と人の距離を置かなくては い
けない状況の中で急激に成長した分野が、Zoomミー
ティングやスカイプなどのテレビ会議システムでしょ
う。
 特に多人数で画像や音楽の共有にも優れたZoom
は、運営する米新興企業ズーム・ビデオ・コミュニケー
ションズは８月３１日、２０２０年５～７月期決算
を発表し、売上高が前年同期比約４・６倍の約６・６
億ドル（約７００億円）となり、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴う在宅勤務や遠隔教育の需要が業績
を押し上げました。
有料で利用する法人向けが増加し、従業員１０人

会長インフォメーション会長インフォメーション

危機の時代のオンラインでのコミュニケーション

超の企業などでの利用は前年同期比約５・６倍の
約３７万件に達したそうです。わずか3、4か月の間
に利用者数が30倍にも膨れ上がったといいます。 
利用者の中でも特に有益な結果を出している
ジャンルにスクールビジネスがあります。スクールビ
ジネスはこれまでどうしても場所に縛られるという
制約がありましたが、オンラインレッスンのシステム
ですと時差を設定するだけで、全世界がターゲット
になる。ネットで決済が完結する。しかもネット上で
も集客プロモーションは、エリアを広げれば広げる
ほど安くなるので、アイディアしだいでさまざまな文
化的、経済的な広がりが期待できます。
テレビ会議システム自体は約20年前から存在し
ていましたが、使っている人はごく一部の人々で見
過ごされたジャンルでした。それが今回一気に情報
のメインに躍り出ました。そしてほとんどの人が、こ
のジャンルの初心者です。テレビ会議システムは道
具、使い方は私たちが創造します。みなさんも積極
的に新しい媒体として使い方を考えてみてはいか
がでしょうか？


