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志賀功樹

「 IMAGINE ROTARY 」
次週のプログラム

ジェニファー E. ジョーンズ

本日のプログラム

２０２２年 ８月 ５日（金） No.２８８７
第２９４４回 例会
○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」
〇 卓話 「絵手紙の魅力」
日本絵手紙協会公認講師
（元岩出水栖郵便局長）

８月１２日（金）休会
８月１９日（金）
○ ソング「R-O-T-A-R-Y」
〇 第1回 I.D.M. 発表
ダイワロイネットホテル和歌山
18：30～

島本 忠生 様

会長報告
森本芳宣ガバナー 田原久一
ガバナー補佐 ようこそ南ロー
タリーへお越し下さいました。田
原ガバナー補佐には先日のク
ラブフオーラムにもご参加頂き
まして重ね てお礼申 し上げま
す。今、我が南ロータリーの野
村ガバナー
ノミニー、豊田会員と食事しな
がらガバナーのお仕事の大変
さを伺っていました。どうかお身
体を大切に頑張って下さい。さて、今年度RI会長ジェニフ
アージョーンズさんのテーマ「IMAGIN ROTARY」大きな夢
を叶えたロータリーを想像して、というものです。イリノイ州
エバンストンのRC事務所のジェニフアーさんの個人的アド
レスにハンブルクのロータリアンから突然のメールが届きま
した。元ロータリー奨学生で今平和活動をする女性が命の
危機にある、何とか国外脱出させることは出来ないだろう
か、無理を承知でお願いしたい、という内容でした。ジェニ
ファーさんは自分は一体何者なのか、自分に何が出来る
のかと迷いましたが、ロータリアンの人脈を駆使してやっと
のことで女性をアフガニスタンのカブールから国外脱出さ
せることが出来たというのです。南ロータリーのテーマは
「絶景の宝庫和歌の浦をもう一度味わう」とさせていただき
ました。
一見異質な感じを受けるかもしれませんが、深く繋がる
前週の報告
出席報告

四 つのテスト

テーマだと思います。
もうひとつジェニファーさんの文章で心にとまったのは「最
も大切なのは、心地良さと配慮の哲学をクラブに浸透させ
ること」という言葉です。私もクラブの居心地が良く20年以
上在籍しています。森本ガバナー今日はどうぞよろしくお
願い致します。

幹事報告
・7月29日当クラブはクラブ定
款7条に基づき休会です。（コ
ロナによる休会ではないで
す。）
・IDMのメンバー表が発表され
ています。確認お願いします。
・市内9クラブのIMプロジェクト
として市立和歌山高校に気化
式冷風機を3台寄贈した件の
記事をニコニコ掲示板に貼っ
てあるのでお目通しください。

ロータリーソング

本 日 の ソ ン グ は、大 林
SAA・ソング副委員長
「君が代」・「奉仕の理想」

２０２２年７月２２日（金）
会員７４名（出席規定適用免除会員６名）
出席５１名 ホームクラブ出席者６８．９２％
（言行はこれに照らしてから）

Ⅰ 真 実 か ど うか Ⅱ み ん な に 公 平 か Ⅲ 好 意 と友 情 を深 め るか Ⅳ み ん な の ため に な る か ど うか

委員会報告

ガバナー公式訪問

雑誌・広報委員会
岡崎全雄委員長
先日7月19日（火）に第1回「人
間万歳」の収録がありました。
中村会長・石橋幹事にお越し
頂き、今年度の事業活動への
思いを語って頂きました。

放送は7月26日（火）10時20分～の予定です。
是非、皆様お時間の許す限り、お聴き下さい。

ロータリー財 団
先週・先々週もいたしましたがロータリー財団より前年度の
寄付によりポールハルスフェローになられた方々に認証状
及び認証ピン、マルチプルポールハルスフェローになられ
た方々には、認証ピンが届きました。沢山の方々ですので
代表で山田 守会員に中村会長よりお渡しします。

国際ロータリー第2640 地区
森本 芳宣 ガバナー

本日は、田原久一ガバナー補佐・野村壮吾ガバナーノミ
ニーにもご出席頂きました。

中村和子会長
植田親睦活動委員長より
ゲスト並びにビジターの紹介

石橋英二幹事

越部早絵SAA委員長

雑賀出席委員長より
本日の出席報告

２０２２－２０２３年度テーマ：「夢を実現。ロータリーとともに」絶景の宝庫和歌の浦をもう一度味わう

ガバナーアドレス

「行動し、実践することに」より、
“ロータリーの輪”を広げよう」
国際ロータリー第2640 地区
2022－2023年度
森本 芳宣 ガバナー
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。

２０２２－２０２３年度テーマ：「夢を実現。ロータリーとともに」絶景の宝庫和歌の浦をもう一度味わう

公式訪問 記念写真

親睦活動委員会メンバー

ニコニコ箱
ガバナー補佐 田原久一様・・・本日はお世話になります。
＊こちらは6月24日クラブ協議会開催時に頂きました。

プログラム

5日（金）卓話 「絵手紙の魅力」
日本絵手紙協会公認講師
（元岩出水栖郵便局長）
島本 忠生 様
12日（金）お盆休会（祝日週休会）
19日（金）第1回 I.D.M.発表（夜間例会）
ダイワロイネットホテル和歌山
18：30～

山中君・・・私の事務所出身の森本ガバナーをお迎えして。
島村君・・・森本ガバナーご苦労様です！
＊ゴルフ同好会シニアティーデビューと新年度
ハンデのおかげで後ろの組の小野さんに笑わ
れながらも久々に優勝できました。
宮下君・・・先日 私のコンサートに沢山の会員の方々に
お越し頂き又南RCからのお花もお贈り頂き誠に
ありがとうございました。
越部君・・・橋本先生ごちそうさまでした。森本ガバナー田原
ガバナー補佐をおむかえして。
豊田君・・・森本ガバナー様をお迎えして。
中村君・・・森本ガバナー、田原ガバナー補佐においで頂
き。
石橋君・・・森本ガバナー、田原ガバナー補佐においで頂
き。田原ガバナー補佐本日はよろしくお願いします。
山田守君・・・森本ガバナー、1年間頑張って下さい。
岡崎君・・・岩本さんより写真をいただいて。

計 ￥26,000 -

累計￥365,500 -

26日（金）未定
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