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  ２０２１年 ９月１７日（金） No.２８５６ 

 第２９１２回 例会 

 ○ ソング「それでこそロータリー」 

 〇 卓話「噛み合わせと健康」 

    和歌山県立医科大学 

    歯科口腔外科学講座 

     教授 

           松村  達志 様 

 

 ９月２４日（金） 

 ○ ソング「R-O-T-A-R-Y」 

 〇 卓話「日本遺産葛城修験 

  －里人とともに守り伝える修験道はじまりの地」 
 

    和歌山県 商工観光労働部 観光局  

    観光振興課 世界遺産班  

      主査 

           鶴野 尚樹 様 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめ るるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2021-2022年度 RI会長 シェカール・メータ 「Serve to Change Lives」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

会長報告 

ガバナー     豊岡 敬 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年８月２７日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席４７名  ホームクラブ出席者５８．７５％ 

幹事報告 

・コロナ感染拡大に伴う 

和歌山県内ＲＣ休会のお知ら

せ 

和歌山アゼリアＲＣ ９月６日

まで 

和歌山北ＲＣ ９月６日まで 

和歌山西ＲＣ ９月１日まで 

和歌山城南ＲＣ ９月全休 

和歌山東南ＲＣ ９月中頃まで 

和歌山中ＲＣ ９月全休 

粉河ＲＣ ９月中頃まで 

有田南ＲＣ ９月中頃まで 

岩出ＲＣ  ９月中頃まで 

田辺東ＲＣ 無期休会 

田辺ＲＣ ９月中頃まで 

当クラブの動向につきましては理事役員会にて審議し、連

絡させていただきます。 

・本日、豊岡 敬ガバナー 公式訪問でお越しになられ 

 ました。 

 多数のご参加有難うございました。 

・９月１１日㈯ ＰＭ５時３０分より紀三井寺公園球場にて西

支部少年野球の試合をナイターにて開催いたします。 

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・王 欣 儀 さん 

 本日は2021–2022年度ガバ

ナ ー 公 式 訪 問 の 日 で す。第

2640地区 豊岡 敬ガバナー、土

屋一博ガバナー補佐と、我クラ

ブの豊田泰史地区副代表幹事

とご一緒に、先ほどまで林幹事

と共に約１時間会長幹事懇談

会を行い色々とお話をお聞きし

ました。コロナ禍のため公式訪

問が延期や中止になるため本

年12月まで各クラブへの訪問の

予定が続くとのことです。大変なご苦労だと敬服いたしま

す。豊岡ガバナーのロータリー理念への造詣から今後の地

区の在りようについて示唆に富むお話が聞けると思いま

す。ご静聴よろしくお願いします。 

 さて、毎度新型コロナネタで申し訳ありませんが、8月25

日の和歌山の新規感染者は75人で、人口１０万人当たりの

発生は６０人になります。 

 米国の話ですが、ワクチン未接種者の53％は新型コロナ

感染よりワクチンの方が危険だと考えているようです。しか

し、新規感染者の99.6％、新規死亡者の99.5％がワクチン

未接種とのことです。また、すでに３回接種が進んでいるイ

スラエルでは感染予防効果が95％、重症化予防効果が

97％との成績が報告されています。ワクチンに対する不安

材料を否定するものではありませんが、やはりワクチン接種

の重要性をしっかり認識しないといけません。 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

委員会報告 

社会奉仕委員長 

金谷直俊委員長 

和歌山南ロータリークラブ旗争

奪 西支部野球大会について

本来なら決勝戦を紀三井寺球

場で出来ればよかったのです

が、両方の日程の都合で準決

勝の一試合だけを、9月１１日

（土）17時30分から開催する予

定です。前の時間帯に高校野

球3試合が入っていまして、試合時間が長引くと開始時間

が遅れる場合がありますので、ご了承お願いします。 

是非とも、ご観戦の方を宜しくお願い致します。 

米山奨学生 

米山奨学生王欣儀さんが

本日の例会に出席しまし

た。 

越部副カウンセラーより紹

介があり 王欣儀さんピー

チ後に上西会長より米山

奨学金8月分をお渡ししま

した。 

親睦活動委員会メンバー 

豊岡 敬 ガバナー公式訪問 

本日は、土屋一博ガバナー補佐・豊田泰史地区副代表幹

事にもご出席頂きました。 

今月 お誕生日の 

 山田 守会員 

パースディソングで 

お祝い♪ 

本
日
の
お
食
事 

植田親睦活動副委員長より 

本日のゲスト紹介 

山田出席委員より 

本日の出席報告 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

   国際ロータリー第2640 地区 

     豊 岡  敬 ガバナー  
 2019年末に中国で発生しました新型コロナウィルスの世

界的な感染流行は、ロータリーにも多大な影響を与えまし

た。2021 年2月にアメリカのオーランドで開催が予定されて

おりました国際協議会は、初めてオンラインによるバーチャ

ル開催となりました。RIからは、２021年6月末までは、バー

チャルでの対応を基本にするように指針が出されまして、

「地区チーム研修」「PETS 会長エレクト研修セミナー」「地

区研修協議会」は、YouTube によるライブ配信や冊子の配

布による代替えとなりました。 

 また、青少年交換プログラムについても、2022 年6 月末

までの一時休止となり、その他プログラムにおいても例年と

は違い、開催の取り止めや、オンラインでの対応となってお

ります。 

 今後、ワクチン接種の普及によって、新型コロナウィルス

の感染が終息することを願いたいのですが、変異株の感染

流行などもあって、予断を許さないように思われます。 

ロータリーの例会、奉仕、親睦においても安全・安心が第

一です。しかしながら、休会続きであれば、会員さん達の

心は自然とロータリーから離れていってしまいます。オンラ

イン等を上手に使いながら、新しいスタイルを確立してみて

ください。 
 

 私は、本年度の地区スローガンを「広げようロータリーの

光を！」としました。伝教大師・最澄の言葉に「一隅を照ら

すこれ即ち国宝なり」があります。ロータリアン一人一人は、

その職業において、奉仕活動において、青少年の健全な

育成において、世の中を明るく照らす光であると考えます。

そして、世の中をよりよくするために、志を同じくする人を増

やして、光の輪を広げていきたいと考えます。なお、元松

原中ロータリークラブの泉本信彦会員が作詞・作曲した「奉

仕の光」をテーマソングにさせて頂きました。ロータリーソン

グの一つとして長く歌い継がれることを望みます。 
 

 RI 会長のシェカール・メータ氏は、本年度テーマを「奉仕

しよう みんなの 人生を豊かに するために」（Serve  to 

Change Lives）とされました。奉仕するとき、誰かの人生だ

けでなく、自分の人生も豊かになります。アルバート・アイン

シュタイン博士が言ったように、「誰かのために生きてこそ、

人生には価値がある」のです。また、メータ会長は「もっと行

動し、もっと成長する」とも言われております。 

「もっと行動し」とは、より大きく、インパクトをもたらす奉仕プ

ロジェクトを意味します。「もっと成長する」とは、会員を増や

し、参加者基盤を広げることを意味します。過去17年以

上、ロータリーの会員数は120 万人のまま横ばいとなって

います。メータ会長は、2022年7 月1 日までに会員数を130 

万人に増やすことを目標としています。2640 地区は、かつ 

ては3000 名を超える会員数がありましたが、現在は1700 

名まで減少しています。メータ会長が言われるように奉仕

の原動力は、我々ロータリアン一人一人であり、会員数を

増やすことで世の中を良くしていく力を付けていくことにな

ります。地区ビジョンの中にも明記させて頂きましたが、ま

ずは地区の会員数を早期に1800 名まで回復させることを

目指します。 

ロータリーの中核的価値観の１つが多様性であります。多

様性の中でも女性に焦点をあて、会員の3 割以上、ロータ

リーのリーダーの3 割以上を女性にすると目標を立ててい

ます。 

2640 地区では、女性会員の割合が7.7%と少ないですが、

世界では女性会員の割合が23%になっています。元々ロー

タリーは男性社会で、女性がロータリーの会員になれるよう

になったのは、1989 年のことです。2022-2023 年度には、

ロータリー115 年の歴史で初めての女性RI 会長ジェニ

ファージョーンズ会長が誕生します。ロータリーの奉仕の理

念や価値観を共有できる方を増強して、その結果女性会

員が増えることを願います。また若い人や外国から来日さ

れた人等、多様なバックグラウンドがある会員の増強に努

めていきます。 
 

シェカール・メータRI 会長は、広く一般の市民も参加でき

る、ロータリー奉仕デーの実施を呼び掛けています。従来

のロータリーは、公共イメージの向上に力を入れてこなかっ

たので、世間一般での知名度は高くないです。クラブ単位

で、分区単位で一般の市民の方が参加できるロータリー奉

仕デーの企画・実行を行い、ロータリーの公共イメージの

向上に努めて下さい。 
 

昨年の11 月にRI 理事会に初めてSRF（ロータリーの未来

形成）が報告されました。10 年をかけて、ロータリーの組織

を変えていく計画です。地区やガバナーを廃し、リージョン

とセクションを設置してくそうです。日本1 国で１つのリー

ジョンとなり、102 程度のセクションを配置していくそうで

す。2022 年の規定審議会では、SRF のパイロットリージョ

ン案が上程される予定になっており、近隣では台湾がパイ

ロットリージョンに選定されています。 

SRF の目的は、RI と個々のロータリークラブ、ローターアク

トクラブ、会員の距離を近づけることとされていますが、日

本のロータリーでは、RI の中央集権の強化策であるとして 

否定的な意見が多いようです。今後の規定審議会におい

て、どのようになるのかは分かりません。地区情報規定委

員会より、新しい情報が分かり次第お知らせさせて頂きま

す。 

ロータリー財団と米山記念奨学会への寄付のお願いをさ

せて頂きます。ロータリー財団は、1917 年に6 代目RI 会長

ガバナーアドレス 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

アーチクランフの「世界でよいことをしよう」との呼びかけ

で、最初の寄付２６ドル５０セントから始まり、現在では１０億

ドルを超える財団になっています。継続的に奉仕を行うた

めには、安定した資金が必要です。 

ロータリー財団のプログラムの中にポリオプラスがあります。

１９７９年にフィリピンで児童への経口ポリオワクチンの投与

が行われ、１９８５年にポリオプラスキャンペーンが始まり、

世界からポリオを根絶するために財団への寄付が活用され

ました。昨年アフリカでのポリオ野生株の根絶がWHO で確

認されました。あと残すは、アフガニスタンとパキスタンの 

２か国だけです。引き続き、ポリオプラスも含めて財団への

ご寄付をお願いします。寄付目標は、年次寄付一人当たり

１８０ドル、ポリオプラス寄付３０ドルでお願いします。 
 

米山梅吉翁の遺徳を記念する事業として１９５２年に東京

ロータリークラブは、日本で学ぶ外国人留学生を支援する

国際奨学事業を始めました。これが今日のロータリー米山

記念奨学会事業の始まりです。米山奨学生は、日本と母

国の架け橋となる人材を選考していまして、この５０年間に

累計で２万人、出身国は１２０を超える国と地域になりま

す。寄付目標は、米山普通寄付を一人当たり６０００円、米

山特別寄付を一人当たり１００００円とさせて頂きました。 

日本国内３４地区は、ロータリー財団への寄付と米山奨学

会への寄付ゼロクラブゼロを目指しております。奉仕の原

資として寄付をすることは当然のことなのですが、３４地区

で足並みを揃えるためにも、ゼロクラブゼロを目指していき

たいと思います。どうぞ、上半期のうちに些少でもご寄付し

て頂くことをお願い申し上げます。 

私はロータリーの最大の奉仕は、人創りだと思います。米

山奨学生やローターアクター、インターアクター、青少年交

換学生、RYLA 研修生の育成を通じて、世界でよいことを

実践する人材を輩出することが使命だと思います。一方

我々ロータリアンも自己研鑽を積み成長していくことが必要

です。また次世代のロータリアンの育成に尽力する必要が

あります。2640地区では、RLI（Rotary  Leadership  Insti-

tute）を開催します。RLI は、国際ロータリー公認のプログラ

ムではありませんが、国際協議会でも導入されているファッ

シリテーター方式によりロータリーを理解するプログラムで

す。けして、単なる会議の進め方ではありません。 

RLI のプログラムの中には、DL（Discussion Leader）の存在

が重要であり、2640 地区ではDL の育成に重点をおきま

す。各クラブにおいて、将来を担う人材をDL 研修に出して

頂くことをお願いいたします。 
 

2640 地区では、戦略委員会にて地区の中期ビジョン、アク

ションプランなど直前ガバナーを委員長とし、パストガバ

ナー、ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーと共

に検討しています。各クラブにおいても、どんなクラブにし

たいのか、どんなクラブであるべきなのか、どんなクラブを

目指すのか、クラブの柔軟性、継続性において検討をお

願いします。 

クラブの将来ビジョンに基づいて、実行するべきことを考え

て行きましょう。 
 

ロータリーの生みの親である、ポールハリスは、生まれは

ウィスコンシン州ですが、子供時代から青年期を東海岸の

バーモント州で過ごしました。最初に入学した大学はバー

リントン市にあるバーモント大学です。私もポールハリスの

100 年後、同じバーリントン市で学生時代を送りました。

バーモントは、本当にのんびりとした田舎で、人の数より牛

の数の方が多いと言われています。そんなバーモントの田

舎から、マフィアのアルカポネが暗躍する大 

都会シカゴで弁護士事務所を開設したポールハリスは、殺

伐としたシカゴで本当に信頼できる友人を得るためにロー

タリークラブを設立しました。ポールハリスは、ロータリーの

例会に出席すると「童心に還る」と言われております。です

から、ロータリーの原点は、信頼できる友人と出会える場な

のだと思います。もう一度、地区スローガンに戻りますが、

「広げようロータリーの光を！」、ぜひロータリーの友愛の光

を広げて、志を同じくする仲間を増やしていきましょう！ 

公式訪問 記念写真 

    ニコニコ箱   
本人誕生日・・・山田守君 

入会記念日・・・山田（昭）君 

上西君・・・豊岡ガバナー、土屋ガバナー補佐においでいただ 

       いて。 

林（芳）君・・・豊岡敬ガバナー本日は、宜しくお願い致します。 

栗本君・・・シンさん例会へようこそ。 

大山君・・・豊岡ガバナーようこそ和歌山南RCへ。 

北芝君・・・東京オリンピック金メダル四十住さくら選手に来店 

      頂きました。ちなみに私は、金メダル噛んでません。 

小野君・・・前嶋先生 子猫の件でお世話になり有難うござい 

      ました。橋本先生ごちそうさまでした。 

岩井君・・・橋本先生、小野さん ごちそうさまでした。 

雑賀君・・・林さん、ごちそうさまでした。また、お願いします。 

 

    計￥ 23,000 -  累計￥ 479,270 - 


