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経済と地域社会の発展月間/米山月間

皆さん　こんにちは。約２ヶ月振りの例会開催です。
新型コロナウイルスの新規感染者数も昨日は、東京、
大阪で１００人を下回り、急速に減ってきております。
ただ怖いのは、減ってきた理由が専門家もよく分からな
いということです。このような良く分からない専門家の言
う通り、今まで感染対策をしてきたのですから、これから
も不安が続きます。第６波が来るという専門家は、根拠
をもっているのでしょうか。私たちと同じで何となく第６
波が来ると言っているのではないかと疑ってしまいます。
ところで、昨年からの新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から行政手続における押印の見直しがありまし
た。私は弁理士で特許庁に対する手続が主な仕事ですが、
特許庁に対する手続では、約８００の手続の内、押印
存続が３３種で、そのほとんどが廃止されました。押印
が存続したのは、出願人名義変更、権利者の氏名変更
など偽造の被害が大きい手続だけになりました。

これまでは、特許庁に対する手続は、書面主義で、
押印については、印影が薄い、不鮮明などといって非
常に細かく行ってきました。依頼者に押印のやり直しを
何度もお願いすることもありましたが、今はそれがなく
なりました。
ただし、押印になれた我々からすると、押印のない
委任状、押印のない特許異議申立書、押印のない証
明書を見ると、違和感が大きいですが、皆さんの業務
ではどのような感じでしょうか？
このような押印廃止もデジタル社会への対応、行政
手続の更なる利便性向上ということだけでは、なかな
か進まなかったと思います。運用を変えることに対し頑
なな役所が新型コロナウイルス感染拡大防止によって
運用を変えざるを得なくなった事例を紹介いたしました。

われらがロータリー 里の秋

〈第1727回〉 2021年10月12日（火） 本年度第12回

担当： 会員担当：中村会員

フリートーク
世界に先駆けて超高齢化社会を迎える日本

―シニアが輝く社会の実現を目指して―

10月19日（火）

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

講師：前田　松和氏　元鹿島建設関西支店次長
日野原重明記念「新老人の会」大阪事務局長



先日の9月26日、第5回目の「さつまいもスクール」に伴
う除草・ツル返し作業を致しました！
当日は雨上がりで曇りの天気の中、土壌も作業しやすく
捗りました。
今回の参加者は発会員、発会員の奥様、山崎会員、稲垣
会員と私（水口）を含む5名で行いました。
まだまだ暑い中、いつもありがとうございます。
来月10月24日は、遂に収穫となります。
次回は一般の方を誘導するなどボランティアを行いま

す。何卒よろしくお願いします。

広 瀬 会 員 やっと例会が出来ることになり良かったで
す。

菊 井 会 員 6月29日以来の本年度初めての例会です。
皆様、お元気でしたか。

水 間 会 員 本日の例会、久しぶりに皆さんとお会いで
きると楽しみにしていましたが、急用が
入ったため欠席させていただきます。
申し訳ありません。小生、元気にしていま
す。
皆さん、久し振りです。田中（信）会員

秀 島 会 員 お久しぶりです。

￥14,000.-　　累計　￥109,000.-

今月はクラブ社会奉仕・クラブ国際奉仕委員長会議が
ございます。
広瀬委員長、水口副委員長・吉羽委員長よろしくお願
いいたします。

本日理事会がありますので「やまと」での夜例会並びに
今年のクリスマス会について話し合います。

皆さま、こんにちは。ガバナーに就任しました吉川秀
隆です。
私は、タカラベルモント(株)という理容・美容サロン

で使う椅子・シャンプー台などの機器や業務化粧品、歯
科や病院にむけた医療機器の製造販売、サロン・クリ
ニックの設計施工等を行う会社の代表を務めていま
す。弊社は本年100周年を迎えます。「自分らしく生きる
人生こそが美しい人生であり、全ての人がその生きる
喜び、幸せを感じられるように」という想いを込めて「美
しい人生を、かなえよう」を会社のキーメッセージとし
て定めました。これは個人的に、ロータリーの精神にも
通じるものだと思っています。
コロナ以前は海外出張が多く１年の3分の1は海外
を飛び回っていました。海外のクラブでメイキャップす
ることもあり、各国ロータリアンと交流した思い出も少
なくありません。しかしこれから1年はガバナーとして地
区の皆さんとしっかりと交流すべく各クラブを飛び回り
たいと思います。
それでは、RIならびに地区の方針についてご説明い

たします。ご承知の通りRIは7つの重点分野を掲げてい
ます。2008年の採択時には6つでしたが、昨年新たに
「環境の保全」が加えられました。また、組織の基本的
原則を表す「中核的価値観」が2009年に採択されまし
た。それは、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシッ
プの5つです。
以上を踏まえて、本年度のRI会長シェカール・メータ

さんのスピーチをお聴きください。【動画】

RI2660地区ガバナー　吉川秀隆
（ビデオメッセージ）

副委員長　水口　敦司社会奉仕委員会報告
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10月14日　　稲垣　良二

なし

10月16日　　西野　政治

10月25日　　浮舟　邦彦

10月1日　　田中　信明
各会員

◆誕生日

◆結婚記念日

◆事業所創立日

◆ホームクラブ10回連続賞

なし

◆在籍年数

ガバナー公式訪問

ご覧の通り本年度のRIの会長テーマは「SERVE TO 
CHANGE LIVES～奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」です。メータRI会長は、会員増強を最優先
課題として「いま120万人の会員を本年度末に130万
人にしよう」と述べました。また「女子のエンパワメント」
という言葉で女子が抱える問題に取り組むことを強調
しています。そして「より大きなインパクトをもたらす」
「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわり
を促す」「適応力を高める」という4つの優先事項につ
いてスピーチされました。
さて、当地区にはすでに4項目からなる地区ビジョン
があります。①私たち第2660地区はRIテーマを理解
し、地域の特性にあった活動をすることにより具現化し
ます。②ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根
幹とし、世界及び地域社会でよい変化を生み出します。
③世界の未来を担う青少年の活動を支援し、若きリー
ダーの育成に努めます。④それぞれが「魅力ある・元気
ある・個性ある」クラブになる事を目指します。という4
つです。
この地区ビジョンと同時に5ヵ年中期目標が定められ
ており、その1番目は「クラブのサポートと強化」つまり
クラブの会員基盤を強化することです。
メータRI会長のいう130万人を当地区に当てはめる

と、300名、約8％の増となります。コロナ禍で疲弊した
状況においては高い目標に思えます。
メータRI会長は「ローターアクトをロータリーに移行
し」女性会員を増やせば年間5％の純成長は確保でき
ると述べましたが、当地区のローターアクトが直ちに
ロータリークラブに移行できるかというと、整理しなく
てはならない問題が多くあります。
当地区は「各クラブでの純増1名を目指す」という目
標を掲げつつ、本年度はコロナの影響による会員減少
を防ぐことを優先して戴きたく思います。また「ローター
アクトはじめと若い世代とともにロータリー活動を推進
する基盤を広げる」ことについては、皆さんと一緒に具
体的な計画を立てていきたいと思います。会員増強は
目標であり目的ではありません。奉仕の発信力・影響
力・目的実現力の強化こそが本質です。
中期目標2番目の「人道的奉仕の重点化と増加」は、

まさにその奉仕活動の原点としての目標です。1919年
のスペイン風邪パンデミックのとき、ロータリーは会員
を19％も増やしたといいます。それは当時のロータ
リーが取り組んだ献身的かつ積極的な奉仕活動が多く
の共感を生んだからだと思われます。私は地区の持つ
リソースを可能な限り人道的奉仕に集中したいと思い
ます。

いま、私たちの足下で「経済的に困窮している人」が
急増しています。日本の子どもの7人に1人が相対的貧
困状態にあるとも言われます。メータ会長が「女子のエ
ンパワメント」と言及した「性の格差」の問題とは少し違
うでしょう。しかし地域の問題は、地区のロータリアンで
ある私たち自身が取り組み、解決せねばなりません。
私は、RIの7つの重点分野から「基本的教育」に焦点

をあて、地域のエンパワメント、すなわち地域が本来
持っている能力の向上を図るため、地域の子供たちを
支援することを地区の重点活動方針としました。
中期目標の3番目は「公共イメージと認知度の向上」

です。地域に開かれたロータリー活動とはRIのいう「参
加者の基盤を広げ」「積極的な関わり」を促すことです。
このためにはIT化の推進が必要です。皆さまには「マイ
ロータリーの登録率80％、クラブセントラルの活用率
90％」という目標の達成をお願いします。
そして女性会員の増強、RACをはじめとする若い未来
のロータリアンとの連携強化をお願い致します。以上が
RIの方針と、それを受けた本年度の地区方針のご説明
です。
最後に、本年度の地区大会についてご案内します。今
年の地区大会は12月3日金曜日、大阪国際会議場にて
1日に集約して開催します。今年はコロナの影響もまだ
あると思いますのでコンパクトに開催したいと思いま
す。ワクチン接種も進み、再び皆さまと一同に顔を合わ
ることができるものと楽しみにしています。
ロータリーの活動は、会員個人、そして各クラブこそ
が主体です。RIはその連合組織であり、トップダウンの
指示命令をするものではありません。ロータリーの活動
の主体は各クラブであり、主役はロータリアンである皆
さまです。皆さまが主体的に活動できるよう、私もガナ
バーとしてともに頑張っていく所存です。そして、その結
果、地域の人々が豊かな人生を送り、美しく輝いていか
れることを心より願っております。どうぞよろしくお願い
いたします。
以上、ご挨拶並びに方針の説明とさせていただきま

す。ありがとうございました。



担当：稲垣会員
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科や病院にむけた医療機器の製造販売、サロン・クリ
ニックの設計施工等を行う会社の代表を務めていま
す。弊社は本年100周年を迎えます。「自分らしく生きる
人生こそが美しい人生であり、全ての人がその生きる
喜び、幸せを感じられるように」という想いを込めて「美
しい人生を、かなえよう」を会社のキーメッセージとし
て定めました。これは個人的に、ロータリーの精神にも
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を飛び回っていました。海外のクラブでメイキャップす
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「環境の保全」が加えられました。また、組織の基本的
原則を表す「中核的価値観」が2009年に採択されまし
た。それは、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシッ
プの5つです。
以上を踏まえて、本年度のRI会長シェカール・メータ

さんのスピーチをお聴きください。【動画】

10月5日【1726回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除 11名）

出席会員   14名中  9名

出席免除会員  11名中  7名

休止会員　　　   3名 

出 席 率 16/21  76.19%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 16名

前々回  7/27  Ｍ/Ｕ1名

修正出席率 18/221 81.82%

ご覧の通り本年度のRIの会長テーマは「SERVE TO 
CHANGE LIVES～奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」です。メータRI会長は、会員増強を最優先
課題として「いま120万人の会員を本年度末に130万
人にしよう」と述べました。また「女子のエンパワメント」
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メータRI会長のいう130万人を当地区に当てはめる
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メータRI会長は「ローターアクトをロータリーに移行
し」女性会員を増やせば年間5％の純成長は確保でき
ると述べましたが、当地区のローターアクトが直ちに
ロータリークラブに移行できるかというと、整理しなく
てはならない問題が多くあります。
当地区は「各クラブでの純増1名を目指す」という目
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最後に、本年度の地区大会についてご案内します。今
年の地区大会は12月3日金曜日、大阪国際会議場にて
1日に集約して開催します。今年はコロナの影響もまだ
あると思いますのでコンパクトに開催したいと思いま
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指示命令をするものではありません。ロータリーの活動
の主体は各クラブであり、主役はロータリアンである皆
さまです。皆さまが主体的に活動できるよう、私もガナ
バーとしてともに頑張っていく所存です。そして、その結
果、地域の人々が豊かな人生を送り、美しく輝いていか
れることを心より願っております。どうぞよろしくお願い
いたします。
以上、ご挨拶並びに方針の説明とさせていただきま
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