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インスピレーションになろう

ホストクラブ：大阪南ロータリークラブ

2018～2019年度
国際ロータリー 第2660地区
ガバナー　山本 博史

2018‒2019年度　国際ロータリー 第2660地区

地区大会
2018・12・7 【Fri.】

１３：００～１３：20 大会決議案上程／規定審議会報告
大阪国際会議場／特別会議場

１３：20～１5：00 会長 ・ 幹事懇談会／奨学生発表
大阪国際会議場／特別会議場

１５：15～１７：15 特別講演「ロータリーの柔軟性Flexibility
 　　　　 と多様性Diversity」
 特別対談「これからのロータリーを考える」

大阪国際会議場／特別会議場
────────────────────────────
RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
１８：００～２０：３０ リーガロイヤルホテル／光琳の間

1st day1st day

京阪中之島駅2番出口すぐ（国際会議場）
　※リーガロイヤルホテルは直結
JR福島駅より徒歩15分、 
JR新福島駅3号出口より徒歩10分、 
阪神福島駅西3番出口より徒歩10分

AccessAccess

リーガロイヤルホテル（大阪）
〒530-0005　大阪市北区中之島5-3-68
TEL：（06）6448-1121

グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）
〒530-0005　大阪市北区中之島5-3-51
TEL：（06）4803-5555

VenueVenue 2018・12・8 【Sat.】
１０：３０～１０：５０ 記念撮影
１１：００～１２：００ 顕彰昼食会

リーガロイヤルホテル／桂の間
────────────────────────────
１２：15 友愛の広場
 「インスピレーションに出会おう!」
１２：30～ オープニングセレモニー

大阪国際会議場／５Fホワイエ
────────────────────────────
１３：００ 開　　場
１３：３０～ 本会議開会
１５：4０ 休　　憩
１５：5５～ 記念講演 ・ 抽選会
１７：３０ 閉　　会

大阪国際会議場／メインホール

2nd day2nd day
2018年12月7日金・8日土

今年度、バリー・ラシン会長のテーマは「BE THE INSPIRATION～インスピレーションになろう～」

であり、このインスピレーションという言葉は、単に思いつき・ひらめきといった意味ではなく、良い

変化を生むために人々が行動するその原動力になろうという意味です。つまりロータリアン一人ひとりが、

その周りの人や、地域や社会に、生気と息吹を吹き込む存在になってください、と呼び掛けておられます。

また、本年４月に当地区で初めて策定された第２６６０地区ビジョンでは、次の３点の目標を掲げて

います。

● 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。

● 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良い変化を生み出します。

● 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。

本年度の地区大会は、国際ロータリーの潮流と方向性を見据え、当地区の未来に思いを寄せ、

「インスピレーションになろう」この意味を、今一度、皆さまと共に考え、心に刻みたい、その思いで

「インスピレーションになろう」をテーマに開催致します。

第１日目は、RI 会長代理晩餐会に加え、国際ロータリー第２５００地区２０１０・２０１３規定審議会

代表議員　小船井修一パストガバナー（釧路ＲＣ）をお招きし、クラブ･リーダーのための特別講演、

特別対談を企画しております。また第２日目の友愛の広場では、単に活動報告の場ではなく、各クラブ

の皆さまに、奉仕事業のインスピレーションを得ていただくため、NPO 団体等のブースも設け、マッチ

ングの機会をご提供させていただきたいと考えております。

「参加して良かった、参加してためになった」そう言っていただける地区大会を目指し、地区と大阪

南ロータリークラブ地区大会実行委員会が一丸となって企画しております。ぜひともご参加いただき、

インスピレーションを得てください。そして、インスピレーションになってください。

１年間の成果を共に再確認し、感動を共有しましょう。クラブの、 地区の発展への決意を新たに

しましょう。そして、ロータリアンの絆を深めましょう。

皆さまのご参加を心よりお願い申し上げます。

登録料（会員登録）：会　員／5,000円（ご家族無料）　 晩餐会登録料：お一人／20,000円

会場へのアクセス

開催場所

会場へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

リーガロイヤル
ホテル大阪

堂島大橋

玉江橋

常安橋
大阪府立国際会議場
グランキューブ大阪
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インスピレーションになろう
ホストクラブ：大阪南ロータリークラブ大会1日目大会1日目

2018年12月7日金

『タンゴの夕べ』
国連が採択した2030年までに達成する持続可能な社会のための開発目標SDGs。 今年は国をあげて

実践する初年度となり、 また beyond2020 に向けて企業が取り組むべき目標になっていることからこの
テーマを取り上げます。 

2017年5月より国連食糧農業機関（FAO）の親善大使となり、 SDGsを推進している第一人者の国谷
さんにご登壇いただき、 SDGsとはどんな目的で何が大切か？ また企業にとってのビジネスチャンスなどを
解説いただき、 今後のロータリーに期待することをお話します。
国谷裕子（くにやひろこ） プロフィール
東京芸術大学理事、慶応義塾大学特任教授／ＦＡＯ（国連・食糧農業機関）親善大使（日本担当）

大阪府生まれ。 アメリカのブラウン大学卒業。 ＮＨＫ衛星放送「ワールドニュース」キャスター。 
1993年から2016年3月までNHK「クローズアップ現代」キャスター。 1998年放送ウーマン賞、 
2002年菊池寛賞、 2011年日本記者クラブ賞、 2016年ギャラクシー賞特別賞受賞、2017年
津田梅子賞など多数受賞。　著書「キャスターという仕事」（岩波新書）

小船井 修一 パストガバナー×片山 勉 直前ガバナー
RID2500 釧路RC RID2660 大阪東RC

小船井 修一 パストガバナー（釧路ＲＣ）
国際ロータリー第2500地区 2010・2013規定審議会代表議員

『新しいモノサシで考えよう
 ～私が、いま伝えたい持続可能な社会』

１３：００▶１３：20 大会決議案上程／規定審議会報告（立野PDG）（大阪国際会議場／特別会議場）

１３：20▶１5：00 会長 ・ 幹事懇談会（大阪国際会議場／特別会議場）

 奨学生発表 ●米山奨学生（2016学年度）講演
  　・ 張 淵（チョウエン）（受け入れクラブ ： 大阪城南RC）
  ●ロータリー財団グローバル奨学生（2017-18年派遣） 帰国報告
  　・ バッティー 亜夢斗（代表提唱クラブ ： 大阪西南RC）　ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 紛争学修了
  　・ 渡辺 栞（代表提唱クラブ ： 大阪東RC）　ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 開発学修了

１5：15▶１7：15 特別講演 「ロータリーの柔軟性Flexibilityと多様性Diversity」
 （大阪国際会議場／特別会議場）

 特別対談 「これからのロータリーを考える」（大阪国際会議場／特別会議場）

─ ＊ ─

18：00▶20：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
 （リーガロイヤルホテル／光琳の間）

１2：15▶ 友愛の広場 「インスピレーションに出会おう!」（大阪国際会議場／５Fホワイエ）

１2：30▶ オープニングセレモニー

─ ＊ ─

１3：00▶１3：30▶ 開場▶本会議開会（大阪国際会議場／メインホール）

１5：40▶ 休憩

15：55▶17：30 記念講演 ・ 抽選会（大阪国際会議場／メインホール）

小松亮太 
SPECIAL LIVE

国谷裕子
SPECIAL LECTURE

小松亮太（こまつりょうた） プロフィール
1973年 東京生まれ。 98年、 ソニーミュージックよりCDデビューを果たして以来、 国内はもとより、 

カーネギーホールやタンゴの本場ブエノスアイレスなどで、 タンゴ界における記念碑的な公演を実現
している。 アルバムもすでに20枚以上を制作。 「ライブ・イン・TOKYO～2002」がアルゼンチンで高
く評価され、 03年にはアルゼンチン音楽家組合（AADI）、 ブエノスアイレス市音楽文化管理局から
表彰された。 08年にはアストル・ピアソラの幻のオラトリオ「若き民衆」を東京オペラシティで日本初
演。 13年にはピアソラの「ブエノスアイレスのマリア」をピアソラ元夫人の歌手アメリータ・バルター
ルと共演し、 ライブアルバムをリリース。 タンゴ界にとどまらず、 ソニーのコンピレーション・アルバム

「image」と、 同ライブツアー「live image」には初回から参加。 作曲活動も旺盛で、 フジテレビ系ア
ニメ『モノノ怪』OP曲「下弦の月」、 TBS系列『THE世界遺産』OP曲「風の詩」、 映画「グスコーブドリの
伝記」（ワーナーブラザース配給 ・ 手塚プロダクション制作）、 「体脂肪計タニタの社員食堂」（角川映
画）、 NHKドラマ「ご縁ハンター」のサウンドトラックなど多数を手掛けている。

これまでのタンゴ界以外での共演者は、 ミッシェル ・ ルグラン、 バホフォンド、 イジョク（Juck 
Lee）、ジェイク ・ シマブクロ、 ブロドスキー ・ カルテット、 ミルバ、 上妻宏光、 石井一孝、 NHK交響
楽団、 小曽根真、 織田哲郎、 佐渡裕、 葉加瀬太郎、 宮沢和史など。 タンゴ界ではビクトル ・ ラバ
ジェン、 ラウル ・ ラビエ、 マリア ・ グラーニャ、 オスバルド ・ ベリンジェリ、 フアン ・ カルロス ・ コー
ペス、 藤沢嵐子など。

15年にリリースした大貫妙子との共同名義アルバム『Tint』は、 第57回輝く！ 日本レコード大賞
「優秀アルバム賞」を受賞した。

今年、 デビュー20周年を迎える。 2018年度より洗足学園音楽大学客員教授。
オフィシャルサイト　https://ryotakomatsu.net/

司会／八木早希（やぎ・さき） フリーアナウンサー。 1978年アメリカ・ロサンゼルスで生まれ、 ２００１年同志社大学文学部英文学
科卒業後、 毎日放送入社、 ２０１１年フリーへ転身。 日本テレビ「NEWS ZERO」キャスターを３年間務め、 政治家、 著名人、 
ハリウッド俳優らへのインタビューなど国内外の取材多数。 講演活動も行う。 ２０１１年～四条畷学園大学客員教授、 ２０１５年４月
～２０１６年３月同志社大学客員教授。 現在のレギュラー出演番組／NHK「ぐるっと関西おひるまえ」、 KTV「胸いっぱいサミット」、 
BSフジ「旅するハイヴィジョン 全国鉄道百線」、 サンテレビ「歯っぴいライフ」他　連載 ： 「GINGER Web」　著書多数。

2018年12月8日土
大会2日目大会2日目

「今年度の友愛の広場のテーマは、クラブ同士や協力団体とのプロジェクト・マッチングです。人道奉仕活動
で定評のある団体（奉仕活動の協力団体）が出展し、ロータリークラブと協力して実行可能なプロジェクトを紹
介したり、奉仕活動のアイデアを提供します。クラブの社会奉仕委員長や国際奉仕委員長は、次年度以降の
活動のヒントが見つかるはずです。是非お立ち寄り下さい。」


