
 

 

 

 

 

 

 

第 2111回例会 

2022 年 9 月 26日(月) 
海南商工会議所４F 12:30～ 

ガバナー公式訪問 

 

１． 開会点鐘 

２．ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介   地区ガバナー 森本 芳宣 様 

第２分区担当 ガバナー補佐 松村 秀一 様 

４．出席報告 

会員総数 44名 出席者数 24 名 

出席義務規定適用免除会員  3 名 

出席率 58.54%  前回修正出席率 68.29% 
 

５．会長スピ-チ        会長 中村 俊之 君 

皆さんこんにちは。本日は和

歌山北ロータリークラブ所属、

国際ロータリー2640 地区ガバ

ナーの森本 芳宜 様をお迎え

しての、ガバナー公式訪問とな

ります。森本ガバナー、本日は

公私お忙しい中、海南東ロータ

リークラブにお越しいただき

ありがとうございます。後ほどご講話よろしくお願

いいたします。 

また、松村 秀一ガバナー補佐様に於かれまして

は、お忙しいところ 9 月 12 日のクラブ協議会に引

き続き、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

森本ガバナー様、松村ガバナー補佐様には 11 時

30 分より事前に当クラブの概況説明など懇談させ

ていただきました。重ねて御礼申し上げます。 

本日の報告事項です。9 月 18 日（日） クラブ

米山委員長会議に出席してまいりました。 

続きまして 9 月 13 日開催されました理事会での

決定事項を報告させていただきます。 

10 月プログラムの件承認されました、後日スケ

ジュールをお配りします。 

ＩＤＭの件ですが、テーマを「ロータリークラブ

が行える奉仕事業」とし、9 月 27 日～10 月 8 日の

間に班別にＩＤＭを開催し、10月 17日の例会で報

告することと決定しました。既に皆さまのところに

案内が届いているかと思います。活発な議論やいろ

んなアイデアを出していただきたいと思います。 

社会奉仕委員会、8月に第１回委員会を開催し２

か月に 1回のペースで開催予定。従来の奉仕活動に、

動物愛護協会との共同事業やこども食堂へのさら

なる支援を検討中で次回 10 月開催予定の第２回委

員会にて協議します。 

新会員の件、才力 昭浩様（さいりき あきひろ

様）より入会の申し出がありました。紹介者は宇恵

さんと寺下さんとなっています。理事会で承認され

ました。既に皆さん皆様のお手元に郵送で届いてい

ると思いますが、今のところ反対の意見もないので、 

10 月の第１例会を入会の歓迎例会としてお迎えし

たいと考えています。 

海南ロータリークラブ様引っ越しによる複合機

リースの件ですが、海南西ＲＣ様と協議の上、新た

に２クラブでリース契約をすることとなりました。 

 

６．幹事報告       幹事 千賀 知起 君 

〇例会臨時変更のお知らせ 

和歌山東 RC 10月 13日（木）→10月 13日（木） 

18：30～ ダイワロイネットホテル４F 

 和歌山南 RC 10月 14日（金）→10月 13日（木） 

18：30～ アバローム紀の国 

（和歌山城南 RCとの合同例会）   

 岩出 RC   10月 27日（木）オープン例会 

12:30～13：30 卓話者 渡邊 正己 様  

〇例会取り止めのお知らせ 

那智勝浦 RC 9月 29日（木） 10月 6日（木） 

 和歌山中 RC 10月 14日（金） 

 和歌山南 RC 10月 28日（金） 

 

７．ガバナーアドレス  ガバナー 森本 芳宣 様 

私の年度においても新型コロ

ナウイルスの影響により国際協

議会（2022.2/7～2.15）はバー

チャル研修となりました。RI 会

長ジェニファー・ジョーンズさ

んはロータリーの歴史で初めて

の女性会長です。テーマは「イ

マジン・ロータリー」～大きな夢をかなえたロータ

リーを想像して～です。 
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会長 中村 俊之    幹事 千賀 知起   ＳＡＡ 田中 淳 

D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n 

 CLUB JAPAN 

ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ 

イマジン ロータリー 



また、会長は「ストーリーを発信しよう」と言わ

れています。彼女自身がロータリーの力によって強

力な人脈が出来、年月を超えて世界がつながったス

トーリーが 2つ示されています。私たちには皆夢が

あります。ロータリーのような団体がポリオ根絶や

平和の実現といった大きな夢を抱くならそれを実

現させる責任は自分たちにある。それは未来を描く

ことです。ポリオのない世界、みんなが水を使える

世界、疾病のない世界、すべての子供が読むことの

できる世界を想像して下さい。やさしさ、希望、愛、

平和を想像してください。だからこそ「イマジン・

ロータリー」がテーマとなると説明されています。 

私はＲＩ会長が示されたテーマのロゴがわかり

やすいと思われますので説明します。このロゴには

各所に深い意味が込められています。「円」は互い

につながっていることを意味しており、「7つの点」

は人を表すと同時に、ロータリーの七つの重点分野

を表しています。丸と点を一緒にすると航路を示す

星、つまり私たちの道しるべになります、その下の

太い線はいわゆる「掘り出し棒」でロータリーの会

員にとって物事を成し遂げる道具です。色は、紫は

「ポリオ根絶」、緑は重点分野「環境」、白は私たち

の中核的使命である「平和」を表しています。 

私の基本方針として「行動し実践することにより

“ロータリーの輪”を拡げよう。」としました。 

私自身世界でいいことをしている人たちの応援を

したいという意識の中で寄付をして 10 数年経ちま

したが行動し実践する事にも力を注ぎたいと思い

ます。しかし、いま世界が七つの重点分野の「平和

の推進」「地域経済の発展」「疾病との闘い」「環境」、

ほかの 3分野にも及ぶと思いますが、コロナウイル

スとウクライナ紛争によってロータリーだけでな

い重点分野になっています。 

コロナウイルスの終息、ウクライナ戦争終戦によ

る世界平和、物価高騰よりの安定化、脱炭素（環境）

社会の再転換はまだ見えませんが、2640 地区で私

が行動して実践することはまず地区の活性化だと

考えます。活性化のためには会員を増強する必要が

あります。 

今、会員数が 1600人（65クラブ）前後となって

います。3 年で 200 人余（1 年あたり数十人）減少

しています。コロナの影響もあるでしょうが、日本

のロータリアンはこの 1年で増加しています。 

減少を食い止め、増加するためにはポイントは

D.E.I（多様性、公平さ、インクルージョン）にな

ると思います。私は 2640 地区で多様性を考えると

き、女性会員はもちろん年齢幅を大きく取ることが

大事です。年齢が若い人だけでなく、80 歳以上で

青春時代の人も多くおられます。女性も含め幅広い

年齢の会員が増強されたクラブが増えることを期

待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           地区スローガン 
 

「行動し実践すること

により“ロータリーの

輪”を拡げよう。」 
 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 2112回 2022年 10月 3(月) 

海南商工会議所 4F 19:00～ 

お誕生日、結婚記念日のお祝い 
 

 

 

 

中村 俊之 君  森本ガバナー 今日は宜しくお

願いします。 

千賀 知起 君       〃 

田中  淳 君       〃 

寺下  卓 君  森本ガバナー公式訪問ご苦労様

です。本日宜しくお願いします。 

中西 秀文 君  森本ガバナー 本日ガバナーア

ドレス 宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月は基本的教育と識字率向上月間 

ロータリーの友月間 

「「行行動動しし、、実実践践すするるこことと

にによよりり、、  


