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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 

2022-2023年度クラブ方針 

「行動を起こして徳を積む」 

アドレス」を楽しみにしております。 

中村君：森本ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ。コロナ禍で大

変だと思いますが、お体に気を付けて頑張って下さい。 

岩本君：7月始めに役員人事公にして1カ月も経たないうち

に休会とは如何にもお粗末ではありませんか。理由など

何も聞かされませんでしたが。 

成川（雅）君：ご指導よろしくお願いします。 

中元君：森本ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ。本日のガバ

ナーアドレスよろしくお願いします。 

川口君：森本ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ。本日のガバ

ナーアドレス宜しくお願い致します。 

木本君：森本ガバナー、ようこそ有田ロータリークラブへ。

本日のガバナーアドレス宜しくお願い致します。 

嶋田君：森本ガバナー、ようこそ有田ロータリークラブへ。 

辻君：森本ガバナー、松村ガバナー補佐、本日の公式訪

問ありがとうございます。 

橋爪(誠）君：森本ガバナー、ようこそ有田ＲＣへお越し頂き

誠にありがとうございます。本日のガバナーアドレス、よ

ろしくお願い致します。 

   

   

         〔例会運営小委員会 上野山（捷）委員長〕 

本日の会員数２６名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員１６名 

（出席規定免除会員５名） 

 

〔井上会長〕 

 徳を積むとありますが。 

 以前、PETSに於いて、今までは車で通る道を、ウォーキ

ングをしていた。ある時に途中でゴミを見かけた。 

ついでやから拾っていたらその行為をたまたま見かけた

人があいさつのあと「ご苦労様」と一声かけてくれた。やは
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前回の報告（第３０１２回例会） 
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〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

ゲスト：国際ロータリー第2640地区 2022-2023年度 

     ガバナー     森本 芳宣 様 

     ガバナー補佐  松村 秀一 様 

 

 

               〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

会員誕生：岩本 道弘君（8/30） 

配偶者誕生：井上 恵実さん（8/8） 

   

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：本日はガバナー様、ガバナー補佐様、よろしくお

願いします。 

上野山（栄）君：国際ロータリー第2640地区森本ガバナー

様、本日は有田RCへお越し下さいましてありがとうござ

います。ガバナーアドレス拝聴致します。 

岩橋君：森本ガバナー、有田ＲＣへようこそ。よろしくお願

いします。 

上野山（捷）君：森本ガバナー、本日のガバナーアドレス

よろしくお願い致します。 

脇村君：ガバナー公式訪問、ご苦労さまです。「ガバナー

  令和４年８月１８日 第３０１３回 

・外部卓話：川端 隆也氏「有田市の未来」 

     （紀州有田商工会議所 会頭） 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和４年８月２５日 第３０１４回 

・会員卓話：手島 政嘉 君 

 

・ソング：「四つのテスト」 
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おめでとう 

ございます！ 



２ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

り、嬉しい。 

 登場人物はゴミを捨てる人、ゴミを拾

う人。ゴミ拾いに感謝の言葉をかけてく

れる人の3人です。 

 ゴミを拾う人は車で移動していたが、

歩くことによってゴミが見えた。→拾う 

 感謝の声をかけた人は、ゴミの落ち

ているのが見えていて、尚且つ掃除している人も見えて

いる。 

 つまり、普段から常に周りに気を配っている人或いは心

を配っている人が次のゴミ拾いの活力源になる。 

１.大ぜいを集めて「ゴミ拾え！」と命令するのも一つの方 

法 

２.誰かがゴミ拾いをしているのを応援して、その人の数を

自然に多くするのも一つの方法 

 個人的な話ですが、うちの店は１ですね。 

 組織が大きく強くならない原点はここかと考えさせられ

ました。 

 

〔上野山（栄）幹事〕 

1.幹事報告 

①丸山君休会における組織図変更の

件【承認】 

 上野山栄作君が理事から抜け幹事

になり理事が1名減少するが補充はし

ない。他の委員会に於ける人員配置

の変更は丸山君以外はしない。 

②コロナ第7波に於けるガバナー公式訪問の開催方法

について【承認】 

 食事は例会場では行わない。（持ち帰り） 

 会員の判断で例会場参加。 

③ガバナー公式訪問のプログラム（次第）について【承

認】 

④例会の開催方法について【承認】 

 8月中は例会場に来られない会員に食事を配る（橘家

配達）。 

 ネット環境のない会員へのDVD配送の再開。 

2.地区より 

①ガバナー事務所の夏季休暇のお知らせ 

 2022年8月11日（木）（祝日）～2022年8月15日（月） 

②日本事務局より2022年8月「会員増強・新クラブ結成推

進月間」のリソースが届く。嶋田会員増強・維持委員長

へ転送。 

3.今月のロータリーレート 1ドル133円 

4.例会変更・他クラブ週報広報掲示 

 

 

 

 

  国際ロータリー 2640地区 

  2022-2023年度 

  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

際協議会はバーチャル研修となりました（2022.2/7～

2.15） 

 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～ 

 

 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を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

てください。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

 幹事報告  

ガバナーアドレス 



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。 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

３ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

閉会・点鐘 〔井上会長〕 
日程 9月の例会プログラム 

9/1(木) クラブ・フォーラム 

9/8(木) 

外部卓話 

上野山 喜之 氏 

（三洋住宅 

    代表取締役社長） 

9/15(木) 

外部卓話 

大宝 英明 氏 

（元智辯和歌山小学校 

          校長） 

 

9/22(木) 
休会 

9/29(木) 

外部卓話 

佐々木 俊博 氏 

（蓮華寺 住職） 

本日の例会風景 

 

2022-2023年度 森本芳宣ガバナー公式訪問 


