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 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2021-2022年度クラブ方針 

クラブで親睦を深め一人一人がそして

クラブが地域を明るくする 

します。本日、急用の為、途中退席させて頂きます。 

成川（守）君：橋爪君、卓話ご苦労さまです。 

上野山（捷）君：橋爪誠治君、本日の卓話ご苦労さまで

す。 

中村君：本日、職業分類の変更を報告させて頂きます。川

口幹事にはお世話になりました。そして、三洋建設㈱代

表取締役社長ご就任、誠におめでとうございます。 

上野山（栄）君：私の学童保育でクラスターが発生してしま

いました。何かと矛盾を感じています。 

橋爪（誠）君：本日、卓話させて頂きます。よろしくお願い

いたします。 

井上君：橋爪誠治君、本日の卓話よろしくお願いします。 

木本君：橋爪誠治君、本日の卓話、宜しくお願い致しま

す。 

丸山君：橋爪様、卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

菅原君：橋爪さん、卓話よろしくお願い致します。 

脇村君：橋爪誠治君、本日の卓話よろしくお願いします。 

 

 

〔木本例会運営委員長〕 

本日の会員数２７名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２３名 

（出席規定免除会員７名） 

 

 

〔松村会長〕 

「ロータリー活動の重点分野」 
 その分野は６つあります。 

 平和の推進・疾病との闘い・水と衛生・母

子の健康・教育の支援・地域経済の発展

です。 

 今、新たに「環境の保護」「災害支援」が
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前回の報告（第２９８２回例会） 

令和３年９月２日(木）  

〔松村君〕 

 

 

 

 

〔丸山親睦活動委員長〕 

会員誕生：菅原 佳典 君 

配偶者誕生：福原 久美 さん、中村 有香 さん 

結婚記念：福原 陽司 君 

 

〔脇村SAA〕 

松村君：橋爪誠治直前会長、お話楽しみにしています。 

川口君：本日の会員卓話、橋爪直前会長宜しくお願い致

  令和３年９月９日 第２９８３回 

・ガバナー公式訪問 

  豊岡 敬ガバナー「ガバナーアドレス」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和３年９月３０日 第２９８４回 

・外部卓話：前田 悦雄 氏（有田市教育長） 

  未定 

・ソング：「四つのテスト」 
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地区委員への委嘱状  

地区より委嘱状が届き

ましたので、松村会長

より授与されました。 

 

上野山栄作君： 

  RLI委員会 委員 

 

 9月お誕生日 

  菅原 佳典 君 

 

 おめでとう 

   ございます！！ 



書き加えられています。 

 ロータリーは、人類共通の

レガシーである「環境」を守

ることが重要だと信じていま

す。 

 ロータリーは、天然資源の

保全と保護を促進し、環境の

持続可能性を高め、人と環

境との調和を促す活動を支

援します。補助金やその他のリソースを提供し、地域特

有のソリューションと革新を奨励しながら、気候変動と環

境破壊の原因、およびその影響の削減に取り組みます。

とあります。 

 国連の気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）は

9日、地球温暖化の科学的根拠をまとめた作業部会

の報告書の最新版（第6次評価報告書）を公表した。

今後 20年以内に産業革命前からの気温上昇が

1.5℃に達する可能性があるとし、温暖化の原因は

人類が排出した温室効果ガスであることについて、

「疑う余地がない」と従来の表現より踏み込んで断定

した。 

報告書では、1.5℃目標について、温室効果ガスの

排出量や将来の社会像にあわせて五つのシナリオ

を評価。いずれの場合も今後20年で1.5℃に達して

しまう可能性があるとした。さらに、今世紀中に排出

を「実質ゼロ」にしなければ、2℃を超える可能性が

非常に高い、とした。 

 

 一番の問題は「もう時間がない」ということです。今

すぐ気候問題を危機として捉え直ちに前に進まなけ

ればならないということです。 

 そんなことはない。まだまだ余裕があるという人もい

ますが、そのことについて科学的根拠を私は見たこと

がありません。 

 「もう時間がない」は2018年ごろから聞こえてきまし

た。その後シベリアの永久凍土が溶け出して閉じ込

められていたメタンガスが大気中に放出されている。

海洋の海藻や植物性プランクトンが二酸化炭素を吸

着する能力がマイクロプラスチックによって急激に減

少する可能性も指摘されました。温暖化による森林

火災の多発により森林面積が大幅に減少しました。 

ある一定の限度を超えると地球温暖化が加速してし

まいもうブレーキが利かなくなる状況になってしまうと

言われています。 

 気候危機がどれだけ深刻で、時間的にも切迫して

いるのかを知らない人たちが大勢います。 

直ちに行動する必要があります。 

 

 

〔川口幹事〕 

報告連絡事項７件ございます。 

1.9月ロータリーレート 1米ドル＝110円 

2.地区より公共イメージ向上に関しての

案内 

3.米山梅吉記念館より賛助会入会案内 

4.日本のロータリー100周年ビジョンレポート2020資料編

入手法の案内 

5.国際ロータリー日本事務局在宅勤務延長の案内 

6.地区より2021-22年度クラブ米山委員長及びカウンセ

ラー研修会の案内 

7.ロータリーの友事務所コロナによる事務所対応の案内 

 

 

 

※会員組織委員会〔中村委員長〕 

職業分類 新規設置について 

 

 

 

 

 

  会員 

   橋爪 誠治 君 

 

 

 

「ロータリーの友月間について」 

「人の未来を作り出す動画紹介」 
 本年度は、ロータリーの友委員の地区代表員を務めさ

せてもらっていますので、日本独自の月間テーマである

「ロータリーの友月間」について友誌の発刊理由や、記

載記事の内容について共に理解を進めることができれば

と思います。 

 

 まずは、ロータリーの友誌についての基礎知識をご紹

介いたします。 

 『ロータリーの友』は、一般社団法人ロータリーの友事

務所によって発行、運営されており、社員、理事会（代表

理事、理事、監事、相談役）、職員により構成されていま

す。「ロータリーの友委員会」は、ロータリー地域雑誌発

行の不可欠な条件の一つとして設けられている委員会

で、正・副委員長、ＲＩ理事、エレクト、特別顧問、顧問、

地区代表委員、編集長により構成されています。 

 私の所属する、ロータリーの友委員会では、毎月、ロー

タリーの友の記事の内容について、ロータリアンにとって

有意義な内容になっているかどうかメールで記事にコメ

ントしております。また年3・4回の全体会議があるのです

が、コロナ禍ですのでリモートで行われております。 

 ロータリーの友委員会委員長は、地区ガバナーに対し

て『友』発行について責任を負うと同時に、一般社団法

人ロータリーの友事務所を包括的に監督しています。一

般社団法人ロータリーの友事務所理事会は、編集・発

行・財務の全般について責任を負います。また地域雑誌

としての『友』は、ロータリアンがロータリーライフを深める

ためにも、またクラブがＲＩとのつながりを実感するために

も必要な媒体と位置づけしています。 

 また2013 年規定審議会で、ロータリー地域雑誌につい

て、会員は印刷媒体か電子媒体のいずれかを選択して

３ 

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 

 幹事報告  

 卓 話 

委員会報告 



購読することができるようになっています。 

 つづきまして、本年度からの新企画をご紹介いたしま

す。 

新企画①ガイ散策 

「ロータリー通解」著書のガイ・ガンディカーのロータリー

の考え方を、漫画で面白く解説してくれています。以前

有田ロータリークラブにお越し頂いた、ロータリーの友委

員会鈴木宏委員長（宇都宮北RC）監修で、本人そっくり

なキャラクターで登場されています。 

新企画➁ずずちゃんのJust say cheese! 

躍動感ある写真や、動きの感じる素敵な写真の撮り方の

紹介が連載されています。 

新企画➂ 

表紙の絵はことわざをイラスト化したものです。どの様なこ

とわざか連想しクイズ形式で楽しんでもらえます。ちなみ

ですが８月号は「石橋を叩いて渡る」、9月号は「虎穴に

入らずんば虎子を得ず」でした。10月号からお楽しみくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際ロータリーからの情報発信

には、【RI指定記事】というマーク

がついておりますのでお読みに

なる際には、ご注目宜しくお願い

致します。 

 

 ロータリーの友誌についての会員皆様への向き合い方

ですが、友誌を「友誌を読み、投稿し、活用しましょう。」

をお願いしたいと思っております。他クラブの活動を参考

に、自クラブの奉仕活動に大いに役立て、また自クラブ

の奉仕活動を行った場合は、必ず情報発信をする行動

力こそが、自クラブの糧になると信じております。 

 ロータリーの友誌は、全国の仲間と繋がりをサポートし、

地域に喜ばれる活動を増やしていく参考書的な存在だと

思います。また国際ロータリーの動きや、考えを把握でき

る地域雑誌となっております。私も含め、ロータリーの友

誌の講読を楽しみにしてもらえる方が、どんどん増えれ

ばいいなと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

  

 時間調整となりますが、3分ほどの感動的な動画と出合

いました。一緒にご覧ください。 

 この動画の最後に「持続可能な幸

福と持続可能なリターン」とコマー

シャルメッセージをながし、企業イ

メージのアップと、企業イメージの発

信をしています。 

 動画のメッセージ性が高いく個人

的ではございますが、動画を見終え

ると仕事への意欲が湧き、頑張って仕事に専念していこ

うと勇気づけられました。また素直な気持ちで、人に喜ん

でもらえる行動を、仕事やプライベートでも増やしいきた

いと思っています。 

 皆様は、どう感じられましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 

４ 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

  

 

  次週 9/16（木）と

再来週 9/23（木）は 

     休会です 


