広島安佐ロータリークラブ

MONTHLY REPORT
＜本年度会長テーマ＞ 『 皆で手を取り合おう、ＤＥＩの下で 』
例会日／毎週木曜日
会 長／岡本 忠文

例会場／リーガロイヤルホテル広島
幹 事／横手 裕康

2022年7月7日(木) 第1033回例会
3階 音戸の間

会長時間

本日は、7月7日七夕です。1919年のこの日、カル
ピスが販売開始されました。現在でも使われている
カルピスの水玉模様デザインは、天の川をイメージ
したそうです。1950年の7月7日には、米国でカラー
テレビの放送が開始されました。
そして1970年には、我が国初となるスカイラーク
（ファミレス）が誕生しています。
このように様々な出来事の誕生月でもある本日7月7
日に、新しいロータリークラブの活動が世界平和と
共に開始できればと、七つ飾りでもして願いたいと
思います。
さて、新年度に入り直ぐに、親ロータリーの陵北
ロータリークラブと共催でクラブ協議会が今月21日
に実施されます。続く翌々週にはガバナー公式訪問
・フォーラムが開催されますので、皆様お忙しいで
しょうがご参加の方宜しくお願い致します。
皆様の役割については、整理ができ次第、横手幹
事の方より連絡があると思います。
尚、フォーラムテーマですが
①RI会長ジェニファー･ジョーンズ氏のＩＭＡＧＩ
ＮＥに沿った石川ガバナーの重点方針から、（ＰＥ
ＴＳ時の講演の５項目について）
I 健康寿命を延伸
II ５大奉仕と7つの重点分野の遂行
III 財団支援
IV ロータリーの公共イメージ向上

Vol.608

V 会員の増強
この内3テーマを陵北ロータリークラブと協議し決
定しました。
Ⅰ健康寿命の延伸 Ⅱロータリーの公共イメージ向
上 Ⅲ 会員の増強 この三つです。
②新会員へのオリエンテーションと親睦について報
告。
また、公式訪問が初めての会員には、入会目的、
自己の得意分野、何をやりたいのか、外部から見た
ＲＣは等、更に、ロータリー活動によって希望と満
足感を得ているか等についてお話しいただきたいと
成っております。当クラブの場合該当会員は一名で
すので、よろしくお願いいたします。
従前黒柳徹子さんと対談させて頂いた時『みんな
一緒』。それが黒柳さんの原点だと伺いました。特
別なことではなく，自分にできることをしているだ
けというその姿には，尽きることのない熱い想い
と，切なる願いがあふれていた事をお伝えしたいと
思います。
以上で第一回目の会長時間を終わります。

表 彰

松岡 與吉会員
「メジャードナー
レベル1」

「会長就任挨拶」
2022－23年度
岡本

忠文

会長
会員

新年度、会長就任挨拶ですので、ロータリーの
原点に少しだけ触れてみたいと思います。
ご案内の様に、1905年にポール・ハリスがロータリ
ーを米国シカゴで創立以来、1915～1930年に懸けて
職業奉仕基準（道徳律11ヶ条）、国際ロータリー
（RI）の確立、ロータリー理念、原則の確立、日本
最初ロータリー（東京RC）の誕生、四大奉仕部門の
承認、財団活動の確立、とほぼ現在のロータリー活
動の礎が築かれております。
1932年にはハーバート・テーラーにより「四つのテ
スト」が創案され、1943年に正式採用となり、1935
年には「ロータリーの綱領」四つの目的が明確化さ
れています。
そして、最近の動きとしては、2010年に「クラブ
奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」に
「新世代奉仕」が加わり五大奉仕となり、2013年に
は「新世代奉仕」が「青少年奉仕」と改称され、同
年“Object of Rotary”の訳文が「ロータリーの綱
領」から「ロータリーの目的」と変更され訳文も改
正されました。この年から「ロータリー変革」への
道標が明確になってきた訳です。ここは大変重要な
ターニングポイントだと思っております。
1947年にロータリー創設者のポール・ハリスが亡
くなると、多くの人びとから国際ロータリーに寄付
が寄せられました。この寄付は「ポール・ハリス記
念基金」となって、その後のロータリー財団の発展
のために役立てられました。
1947年、財団初のプログラム「Fellowships for
Advance Study（高等教育のためのフェローシッ
プ）」が開始され、このプログラムは後に「国際親
善奨学金」として知られるようになりました。
さて、その財団ですが、 1917年、アーチ C. ク
ランフRI会長が「世界でよいことをするために」基
金の設置を提案。この基金が1928年に「ロータリー
財団」と名づけられて国際ロータリー内の新しい組

織となり、現在のロータリー財団にいたっていま
す。
皆様ご案内の事と思いますが、本日はその財団につ
いて振り返ってみたいと思います。
1917年に26ドル50セントからスタートした財団で
すが、今や10億ドル以上の寄附を集められる組織と
なり、2016年には100周年事業を始め、2017年アト
ランタの世界大会で100周年の終幕をしました。
その使命が国際ロータリーの重点活動に直結してお
り、グローバル補助金への必要不可欠なアクション
プログラムになっています。因みに7つの重点分野
があり、月毎に強調月間が決まっています。
重点分野：基本的教育と識字率向上月間(Basic
Education and Literacy Month) 9月
重点分野：地域社会の経済発展月間(Community
Economic Development Month）10月
※米山月間（(Yoneyama Month)
世界インターアクト週間（World Interact Week）
11月
重点分野：疾病予防と治療月間(Disease
Prevention and Treatment Month) 12月
（HIV／エイズ、マラリア、その他の主要な疾病の
蔓延を防止する地域社会の医療施設を改善する）
重点分野：平和構築と紛争予防(Peace building
and Conflict Prevention Month) 2月
ウクライナには62のロータリークラブと6の衛星ク
ラブがあり、その会員数は約1,100人です。また24
のローターアクトクラブがあり、その会員数は300
人以上です。ポーランドは100万人以上の難民を受
け入れており、国内のロータリークラブが寄付の窓
口となる口座を開設しました。
2月23日は最初のロータリークラブ 会合が開かれ
た創立記念日であり 、1983年7月、RI理事会はこの
日 を世界理解と平 和の日 世界理解と平和の 日
（World Understanding and Peace Day ）と定め、
国際理解と友情と平和へのロータリーの献身を特
に認め、強調すること を決定致しました。
重点分野：水と衛生月間((Water, Sanitation,
and Hygiene Month) 3月
重点分野：母子の健康月間(Maternal and Child
Health Month) 4月
重点分野：環境保護
更に大きな活動として、1978年にフィリピンでス
タートしたポリオ撲滅運動が、1985年全世界でポリ
オの撲滅をめざす「ポリオプラス・プログラム」を
設置するに至りました。10月24日は世界ポリオデイ
になっています。
これはWHOの一翼を担っての大計画で、世界中の幼
児の健康を守る為にポリオのほか、麻疹、百日咳、
ジフテリア、破傷風、結核の予防接種を推進する計
画です。
RIでは、奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的

ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を
推進することを第一義としており、ポリオプラスで
は一人救うのに3ドルで可能なのです。
尚財団が授与した金額ですが主立ったところは、
467：地区補助金の数
3110万授与総額（ドル）
55：災害救援補助金の数 310万授与総額（ドル）
2066：グローバル補助金の数
1億3000万授与総額（ドル）2020－2021年度
となっております。
ロータリー財団は、皆さまからの寄付を世界各地で
の奉仕活動に役立てています
100年以上も前に創立されて以来、ロータリー財団
は、教育の支援や持続可能な成果を生み出すプロジ
ェクトに総額40億ドル以上の資金を提供してきまし
た。
ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が、人
びとの健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、
環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通じて、
世界理解、親善、平和を構築できるよう支援するこ
とです。
その寄付が世界にもたらす影響は、
・わずか60セントで、1人の子どもをポリオから守
ることができます
・50ドルで、水を介する疾病から人びとを守るため
に安全な水を提供することができます
・500ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上
げ、子どもたちに安全な環境をつくることができ
ます。一つひとつのご寄付により、世界中の地域
社会を少しずつ変えていくことができます。
因みに本年の目標は、
ポリオプラス基金 $30以上／１人
年次基金$150以上／１人
恒久基金増員推進 1 名以上／クラブ
または $1,000以上／クラブ
としておりますのでご協力をお願いし、会長就任挨
拶とさせて頂きます。

7月7日(木)

第 1033

回

本日のプログラム
「会長就任挨拶」
2022－23年度 会長
岡本 忠文 会員

幹事報告
１.BOX配布物
・ガバナー月信、とロータリーの友
・2022-23年度の会員証
・2022-23年度クラブ協議会ならびにクラブフォー
ラムのご案内
・現在の在広ロータリークラブの出席規定とメーク
アップ受入状況について
・休会のご案内(8月11日)
・7/29(金)夏の家族会の野球チケット
２.例会変更
・広島安芸RC「創立31周年記念夜間例会」
と き：7月12日(火)18:30～ ※同日変更
ところ：ホテルグランヴィア広島４F 悠久
・広島北RC「2500回記念例会並びに会員懇親会」
と き：7月14日(木)18：00～※同日変更
・広島陵北RC「広島安佐RCとの合同例会」
と き：7月21日(木)12：30～13：30
※7月20日(水)の例会変更
ところ：リーガロイヤルホテル広島4階
３.休会
・7月20日(水)広島東RC
・7月21日(木)広島北RC
４.お知らせ
・次週7/14のプログラムは臨時総会となっておりま
すので、ご出席の程よろしくお願いいたします。

ニコニコ箱
￥18,000

累計￥18,000

会員記念日（7月）
☆お誕生月おめでとうございます
・浮田 収会員(S30.7.3)
☆パートナー誕生月おめでとうございます
・松岡 與吉会員(かずえ様：13日)
元気で助かります。
・森本 真治会員(和恵様：20日)
☆入会月おめでとうございます
・三宅 恭次会員(H21.7.2.)
・大北 茂人会員(H21.7.2.)

ニコニコ箱
会員記念日（7月）
☆創業月おめでとうございます
・中村 富子会員
(㈲ペンギングラフィックス：H11.7.2.)
7月2日でペンギンも24才になりました。世間的に
も業界的にも厳しい状況は続きますが、大人の魅
力を身につけがんばって参ります。
・浮田 収会員(㈱むさし：S33.7.1.)
☆青木 幹丸会員
新年度岡本会長さまには一年間宜しくお願いしま
す。
☆奥芝 隆会員
6月の最終夜間例会、ありがとうございました。
満足していただけたか心配ですが、もう終わった
ことなので。ありがとうございました。感謝で
す。
☆谷 勝美会員
道垣内直前会長、コロナ禍で大変な年度、お疲れ
さまでした。新年度、いよいよ岡本丸の出帆で
す。平穏な航海であると共に充実した年度である
ことを祈念いたします。

後も「これでいいんですか？」と不安そうでした
が、誠実でいい司会でした。岡田副幹事1年間よろ
しくお願いします。 ここ数年、世界中がコロナに
翻弄され、コロナ禍の中、ロータリーの活動もまま
ならない日々が続きました。まだまだ油断はできな
い状況ですが、少しでも良い1年になるよう願いま
す。
（広報・会報理事 中村 富子）

出席報告 第1031回 6月9日
会員数 19名(内免除1名) 出席率94.44％
出 席 13名
ご来賓 0名
欠 席 6名
ご来客 0名
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 4名
ゲスト 0名

2022年7月14日(木) 第1034回例会
3階 安芸の間

会長時間
7月7日（木）七夕。
いよいよ新年度の始まり。岡本会長率いる「岡本
丸」の船出です。
例会会場には、2022-23年度 RI会長ジェニファー
ジョーンズさんの会長テーマ｢イマジン｣のフラッ
グが掲げられています。シンボルマークは女性リー
ダーのジョーンズ会長らしい華やかな色合いとデザ
インで分かり易くまとまっています。ジョーンズ会
長はきっとパープルカラーがお好きなのですね！？
（想像ですが…）
本日の卓話は、岡本新会長の就任挨拶。その中
で、2022-23年度会長テーマについても話があり、
シンボルマークの色の説明をされました。紫はポリ
オ根絶、グリーンは環境保護、白は平和という意味
があるそうです。そのことを聞くと益々思いは深く
なります。
そして、本日はもう一つ素晴らしいことがありま
した。松岡会員の「メジャー・ドナー・レベル1」
の表彰です。 松岡会員が挨拶の中で話された「質
素と清潔」。「必要なものは買いなさい。欲しいも
のは我慢しなさい。」とい意味だそうですが、それ
を信条とし長年に渡り、多大なる寄付をして来られ
た松岡会員を心から尊敬します。
最後に、今年度から副幹事に就かれた岡田会員初
の司会進行。ご本人は例会前から緊張し、例会終了

本日、7月14日は、皆様ご案内のようにフランス
の革命記念日、通称「パリ祭」の日です。毎年フラ
ンスでは、共和国大統領臨席の下、すべての部隊が
参加する大規模な軍の分列行進がシャンゼリゼ大通
りで行われるほか、全国各地で打ち上げ花火やダン
スパーティーが催されます。私も些か「フランス」
に関わりがございますので、少しフランスに関する
お話をさせて頂きたいと思います。
1789年7月14日、パリ市民がバスティーユ監獄を
襲撃・占領したことからフランス革命が勃発。その
一か月後の8月には人権宣言が発布され、長く続い
た絶対王政の時代が終わりをつげ、共和制へと転換
していきました。革命の4年後には、ルイ16世とマ
リーアントワーネットが革命急進派により有名なコ
ンコルド広場で処刑され、その数年後にはナポレオ
ンの時代となったフランス。

1794年にそのフランスの国旗となったトリコロール
カラーは、自由と平等と博愛を表わしています。
そして、1880年、7月14日は「絶対王政」の終焉
と「共和制」の始まりの象徴として国の祭日と定め
られました。
さて、その後皇帝となったナポレオン三世は、
1855年のパリ万国博覧会の際、世界中から集まる訪
問客に向けて、フランスのボルドーワインの展示に
格付けが必要だと考えました。
以 降 、 ワ イ ン 仲 買 人 は 、シャト ー（ブドウ農
園）の評判や市場価格に従って、ワインをランク付
けしました。これが今のAOC基準となり、二つの例
外（1856年にシャトー・カントメルルの追加・1973
年にシャトー・ムートン・ロートシルトが第2級か
ら第1級に昇格）を除き変わることなく永遠に公式
格付けとなりました。
私見ですが サンテステフのコス・デストゥル
ネル、サンジュリアンのレオヴィル・ラス・カー
ズ、デュクリュ･ボーカイユ、３級ですがマルゴー
のパルメ等々今では１級に相当するものが多く産出
されていると思います。対岸のサンテミリオンの様
に何故評価を変えないのか不思議な伝統だと思いま
す。
『世界は常に変化している。ロータリーはこの世界
と 共に変化して成長していかなければならない。
ロータリーの物語は幾度も書き換えられなければな
らない。』ポール・ハリス

表

2021-22年度
事業報告
道垣内会員

2021-22年度
会計報告
横手会員

2021-22年度
監査報告
松岡会員

2022-23年度
事業計画について
横手会員

彰
松岡 與吉会員
「ポールハリス
フェロー＋7」

「臨時総会」

2022-23年度
事業予算について
山口会員

本日の例会は年度初めの臨時総会でした。あいに
く全会員の出席は叶いませんでしたが、会員数１９
名のうち１３名の出席を確認しました。
議案については、①２０２１～２２年度事業報告②
決算報告の承認③監査報告④２０２２～２３年度事
業計画案⑤予算案でした。
全ての議案について、出席会員に承認いただき、定
刻どおりに本総会は盛会裏に終了しました。
（幹事 横手 記）

7月14日(木)

第 1034

回

本日のプログラム
「臨時総会」

幹事報告
１.BOX配布物
・本日の臨時総会資料
2022-23年度臨時総会議案書
2021-22年度収支決算報告書
2022-23年度事業計画書
・7月定例理事役員会議事録
・次週の広島陵北RCとの合同例会及びクラブ協議会
の資料を一式
・今年度理事の方には、「就任挨拶」のご依頼文
２.例会変更
・広島中央RC「夜間例会並びに納涼家族会」
と き：7月30日(土)18：30～20：45
※8/1から変更
ところ：グランドプリンスホテル広島
・広島廿日市RC「カープ観戦夜間例会」
と き：8月6日(土)17：50～※8/8(月)の変更
ところ：Mazdaスタジアム
３.休会
・7月22日(金)広島城南RC
４.お知らせ
・次回例会７月21日は、広島陵北RCとの合同例会及
び合同クラブ協議会です。今年度ガバナー補佐の
古谷幸一様（広島陵北RC）に卓話をいたただき、
例会後クラブ協議会を開催いたします。お間違え
のないよう、お願い致します。尚、本日配布いた
しました資料と、事業計画書も必ずご持参下さ
い。よろしくお願いいたします。

ニコニコ箱
￥16,000

累計￥34,000

会員記念日（7月）
お誕生月コメント
・浮田 収会員(S30.7.3)
愚妻は進化の継続(特にビール)小生は早寝早起き
NHKです。
創業月コメント
・浮田 収会員(㈱むさし：S33.7.1.)
弊社64年、小生50才!?あっという間。これからも
宜しくです。

☆青木 幹丸会員
段々とコロナがまた暗い影を落としてきました
が、かねてから予定しておりましたので、今晩
「リトルマーメイド」を観に行きます。今週末
は、亀岡市に新しく出来たサンガスタジアムで行
われる京都サンガVSサンフレッチェ広島戦を(わ
ざわざ)観戦に行きます。天候が心配ですが、わ
くわくします。

出席報告 第1032回

6月16日

会員数 19名(内免除1名) 出席率83.33％
出 席 12名
ご来賓 0名
欠 席 7名
ご来客 0名
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 4名
ゲスト 0名

～お便り～
お久しぶりです。近況報告が遅くなり、皆さんにご
心配をおかけしてしまいまして、申し訳ございませ
ん。
昨年度安佐ロータリークラブに大変お世話になり、
皆様のことをいつも懐かしく思っています。
近況に関して、元々今年の３月に博士号を取って、
大学を卒業する予定でしたが、コロナで調査ができな
かったので、博士論文を完成できませんでした。そし
て、学校を1年間延期し、今年4月以降も修道大学に在
籍しています。今年12月の博士論文の提出に向かっ
て、現在、論文の理論整理をしながら、農協や卸売市
場、農家での調査を急いでいます。また、先週週末に
大阪に行って、日本農業市場学会という学会で個別報
告をしました。今年無事に論文をまとめるように頑張
っています。
5月のインターシティミーティングで道垣内会長、
松岡さん、青木さん、横手さんをはじめたくさんの会
員とお話をしまして、楽しかったです。あいにく、中
村さんとお会いできなかったのを残念と思っていま
す。
また、何かの変化がありましたら、中村さんを通じ
て皆様にご報告をします。安佐ロータリークラブの皆
様にもよろしくお伝えくださいますようお願い致しま
す。
今後ともよろしくお願いいたします。
（2021-22年度 米山奨学生 羅 書坤）

2022年7月21日(木) 第1035回例会
広島陵北RC・広島安佐RC合同例会
4階 ロイヤルホールⅢ

インターアクト委員会
中村委員長
7月19日(火)
崇徳高校IACが、校内で献血を呼びかける活
動をすると言うことで、パンの寄付をいたし
ました。

会長時間

中村会員から松尾耕司校長へ
本日国際ロータリークラブ第２７１０地区グルー
プ６ガバナー補佐古谷 幸一様とガバナー補佐幹事
村上 知史様をお迎えしての例会となっており一昨
年より、親ロータリーの陵北ロータリークラブと共
催で、例会終了後「クラブ協議会」が行われますの
で会員の皆様宜しくお願い致します。
特に古谷ガバナー補佐には卓話もお願いしておりま
す。ありがとうございます。期待もしております。
尚、協議会及びガバナー公式訪問テーマですが
①RI会長ジェニファー･ジョーンズ氏のＩＭＡＧＩ
ＮＥに沿った石川ガバナーの重点方針から、（ＰＥ
ＴＳ時の講演の５項目について）
i 健康寿命を延伸
ii ５大奉仕と7つの重点分野の遂行
iii 財団支援
iv ロータリーの公共イメージ向上
v 会員の増強
この内3テーマを陵北ロータリークラブと協議し決
定しました。
Ⅰ健康寿命の延伸 Ⅱロータリーの公共イメージ向
上 Ⅲ 会員の増強 この三つです。
②新会員へのオリエンテーションと親睦について報
告。と成っておりますので、ご担当の会員の方リー
ダーシップの方宜しくお願い致します。
さて、協議会に先立ちまして、申し述べておきた
い事は、今年度「イマジン」の中で特に強調されて
いるのが、会長方針にも掲げた「DEI」です。
ＤＥＩとは2019年に決議されたＲＩの活動指針で
す。「 Diversity
Equity Inclusion」という三
つの主要なコンセプトポリシーです。
Diversityは「多様性」を意味し、ビジネスシーン
においては「多様な人材を活かす戦略」を指しま
す。「性別」「国籍」「年齢」「障害の有無」な
ど、多様な属性や個人の価値観・発想を取り入れる
ことで、生産性の向上や企業の成長、個人の幸せを

同時に目指す考え方です。
Equityとは「公平性」ですが、すべての人と尊厳と
尊重をもって接し、あらゆる人の声に耳が傾けられ
るようにし、親睦、奉仕、リーダーシップの公平な
機会を設けることを目指しています。
Inclusionとは、「包括」「包含」という語源です
が、我々には様々な属性があります。例えば男性・
女性といった「性別」。日本人、外国人といった
「国籍」。障害の有無、介護対象の有無など地球上
にはあらゆる属性の人間が集まっています。これら
の多様性を単に「違い」という言葉で片づけるので
はなく、互いの特徴を認め合ったうえで、一体感を
持って認め合う事が出来ればロータリーにとっても
大きなメリットがあると解いております。
このコンセプトポリシーをご理解頂く事が今後の
新しいロータリーへの道標になると考えております
ので会員の皆様方宜しくお願い致します。

横手会員
幹事報告

山岡会員
ニコニコ箱の紹介

「ガバナー補佐卓話」
2022-23年国際ロータリー第2710地区
ガバナー方針について
2022-23年国際ロータリー第2710地区
G6ガバナー補佐

谷会員
四つのテスト

中村会員
来客者紹介

古谷

幸一

様

皆様、今日は。本日は、クラブ例会のお時間を利
用させて頂きガバナー公式訪問のご案内を兼ね、少
しお話をさせて頂きます。5月15日(日)に開催され
ました国際ロータリー第2710地区 2022~2023年度
地区研修・協議会が広島国際会議場で開催されま
した。ご参加の方々は、すでにご承知かと拝察致し
ますが、本日はお時間を頂きましたので内容に付き
まして改めてご案内致します。
さて、皆様のクラブに於きまして一番の課題は何
でしょうか？そしてその課題にどの様に取組んでい
らっしゃるでしょうか？その他にも各クラブ様には
さまざまな課題をお持ちだとご推察致しますが、そ
のさまざまな課題を解決する方法を考える時に今年
度の国際ロータリー会長 ジェニファー・ジョーン
ズ氏は「IMAGINE ROTARY」想像してくださいと言わ
れました。
それは何を意味されての話でしょうか？日本語に
言いかえますと、「昨日の事をイマジン(想像)する
人はいません。それは未来を描くことです」と言わ
れました。世界にもたらせられる変化を想像して大

きな夢を描き、その実現のためにロータリーの力と
つながりを生かすように呼びかけたのです。そう、
我々はクラブ会員の総力を集めクラブの姿・形を想
像して行動する様に呼びかけられています。クラブ
会員の全員の「想像」を求められました。そこで作
られたのが、このテーマロゴです。これは、オース
トラリアの先住民のアボリジニーのアートで、環は
人びとの繋がりを、周りの点は人々を表すと同時に
ロータリーの7つの重点分野を表しています。環と
点を組み合わせると航路を示す星、私たちの道しる
べとなります。その下の緑色の線は掘り出し棒で力
仕事をする時に使うもの、会員にとっては物事を成
し遂げる時に使う道具を表しています。
ロゴの3色(紫、緑、白)は、多様性、公平さ、イ
ンクルージョン(DEI-Diversity, Equity,
Inclusion)を強調し、また「紫-ポリオ、緑-環境、
白-平和」を意味して新しさと力強さを表現してい
ます。公式行事の服装には3色すべてでなくても1色
でも使って自己を表現しながらも、特別な繋がりが
持てるようにして欲しいと述べています。
その国際ロータリー会長のテーマを基に今年度国
際ロータリー2710地区ガバナー 徳山ロータリーク
ラブ所属 石川 良興(いしかわ よしおき) 氏が
次のように掲げられまし
た。
ガバナー信条
「人生100年時代に向けて、健康寿命を延ばそう」
～がん・生活習慣病の予防～
◎ クラブの達成すべき目標(VISION)
(1)健康寿命を延ばそう(まずはロータリアンそし
て世界へ)
まずはロータリアン自身の健康寿命を伸ばすとと
もに会社や地域社会の皆様に啓蒙し出来れば世界
へ、ポリオ根絶後のRIの優先事項として提言した
い。
(2)健康寿命を延ばして5第奉仕と7つの重点分野
を遂行する為に必要な財団支援を行う。
1、平和の推進 2、疾病との闘い
3、水と衛生 4、母子の健康
5、教育支援 6、地域経済の発展
7、環境の保護
(3)会員増強と退会防止につとめる。
特に日本の減少を国際ロータリーが注目していま
す。2022年2月時点で会員数3,126名72クラブで
す。1998年 会員数 4,379名 過去最多数
会員減少傾向を変える為にロータリーの未来形成
委員会から『新しいガバナンス体制』が提案され
ました。
①地域重視の運営体制による組織の活性化
②日本が1リージョン
③34地区から102セクションへ管理範囲縮小
④能力があり、前向き積極的なリーダーの誕生
(立候補して直接選挙)

これには色々な課題が有ります。
(4)DEI に取り組む。
今回は、会長・幹事部門の分科会で講演されまし
た、RI 研修リーダー ロータリー公共イメージ
コーディネーター2750地区 2018-2019年度 ガ
バナー 東京広尾ロータリークラブ 服部 陽子
氏の講演内容を活用させます。
DIVERSITY : ロータリーは、あらゆる背景をもつ
人や幅広い文化、経験、アイデンテ
ィティの人を歓迎します。
EQUITY : ロータリーは、クラブ会員の公平な扱
いと機会の均等を保つよう努めていま
す。
INCLUSION : ロータリーは、あらゆる人が歓迎さ
れていると感じ、尊重され、 会員
として大切にされるクラブの環境づ
くりに力を注いでいます。
講演の中で申されたのは、多様性(DIVERSITY) 年
齢、民族、人種、肌の色、能力、宗教、社会経済
的地位、文化、性別、性的指向、性自認への言及
にかかわらず公平さ(EQUITY) 参加者が快適かつ
生産的な体験をできるよう、さまざまなレベルの
支援、機会、リソースを提供する方法について慎
重に検討し、インクルージョン包括(INCLUSION)
すべての人が歓迎され、尊重される経験を創造す
ること。
それから、公平と平等の違いについてです。とて
も理解しやすい内容でした。
内容は、身長の違う人が、同じ高さの木の実を取
るのに同じ踏み台に乗るか(平等)、身長に合わせ
た踏み台を使うか(公平)でした。
◎ これから、地区・クラブにおいて達成すべき目
標についてお話しさせて頂きます。
(1)会員増強
① 会員数51名以上のクラブは純増2名、50名以下
のクラブは純増1名以上、
② 女性会員や若い会員の入会促進
(2) 退会防止対策
(3) 未来を担う青少年や若いロータリアンの育成
(4)ロータリー財団支援
①年次基金
150ドル／1名以上
② ポリオ・プラスへの支援 30ドル／1名以上
③ 恒久基金
ベネファクター1名以上
／クラブまたは1,000ドル以上/クラブ
④ 冠名基金
1件以上／地区
⑤ 大口寄附
1万ドル以上の寄付100件
／日本34地区、AKS 10名/日本34地区
地区大会で1万ドル毎に寄付者表彰
(5)米山記念奨学会支援
① 16,000円／1名以上
② 米山学友会助賛会員 50%以上／クラブ
(6)DX (デジタルトランスフォーメーション)の推進
中止ではなくWEBによる例会や行事の開催を検討
(7)マイロータリーの100％登録

◎ 地区内主要行事
・ 地区・クラブ活性化セミナー
2022年8月28日(日) ホテルグランヴィア広島
・ 地区大会 2022年10月14日(金) 親睦ゴルフ大会
周南カントリー倶楽部
2022年10月15日(土) 会長幹事会
ホテルサンルート徳山
(基調講演 東京大学 大気海洋研究
教授道田豊氏『瀬戸内海の海洋汚染』
RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
2022年10月16日(日) 本会議
周南市文化会館
(基調講演 ： サヘル・ローズ氏)
・第15期 RLIパート1 2023年1月29日(日)
広島YMCA
パート2 2023年4月 2日(日)
広島YMCA
パート3 2023年6月 4日(日)
ホテルグランヴィア広島
◎ 海外関連主要行事
・RI 第114回年次大会
2023年5月27日(土)～31日(日)
オーストラリア・メルボルン
◎ IM について
2023年2月12日(日)
開催予定です。
開催内容に付きまして石川ガバナーから要望が出
ています。今回のガバナー公式訪問時に議題に成り
ました各クラブで取組まれた内容を基にクラブ毎の
ワークショップ形式の発表を希望されています。
以上が国際ロータリー会長ジェニファー・ジョーン
ズ氏、2710地区ガバナー石川良興氏のテーマと今年
度目標です。如何でしょか？盛りだくさんですが、
一つでも多く達成できます様に『イマジン・ロータ
リー』して下さい。

広島陵北RC・広島安佐RC
合同クラブ協議会
ロイヤルホールⅡ

健康寿命を延伸する
ことについて

ロータリーの公共イメージ
について

会員増強について

7月21日（木）。
今日は、2022-2023年度 国際ロータリー第2710地
区 ガバナー補佐 古谷幸一様、ガバナー補佐幹事
村上知史様のクラブ訪問でした。ここ数年、ガバナ
ーやガバナー補佐のご負担を軽減するため、私たち
は親クラブの広島陵北クラブさんと合同でクラブ訪
問を開催しています。今年度は広島安佐ロータリー
クラブが幹事クラブとして進行を務めました。
司会の岡田副幹事が冒頭、「入会1年未満で不慣
れなため、至らない点があるかと思いますが、ロー
タリーの友情に免じてお許しください。」と挨拶を
すると、会場から拍手がわきました。「ロータリー
の友情に免じて・・・」実に爽やかでいい表現で
す。いつか私も使ってみたいです。
例会では、ガバナー補佐の古谷様に卓話をしてい
ただきました。本年度RI会長のビデオメッセージに
始まり、ロータリークラブの現状を分かり易くお話
くださいました。
例会終了後は、8/4のガバナー公式訪問に先立ち
クラブ協議会を開催しました。クラブ協議会は、A
・B・C 3つのテーブルに分かれ、それぞれの議題
に添った意見交換をしました。
Aテーブルは「健康寿命を延伸することについ
て」、Bテーブルは「ロータリーの公共イメージに
ついて」、Cテーブルは「会員増強について」で
す。途中、ガバナー補佐とガバナー補佐幹事、両ク
ラブの会長が各テーブルを回り協議に参加し、意見
を述べられました。その後、それぞれのテーブルの
発表者が、グループの意見をまとめて発表。
続いて、「新会員のオリエンテーションと親睦に
ついて」と「ガバナー公式訪問が初めての会員」と
いう題目で、各クラブから1名ずつ発表・・・とい
う手順で、本番（ガバナー公式訪問）同様に進行し
ました。
30分くらいの短い時間での協議会でしたが、各テ
ーブルとも、活発な意見交換が成され、有意義な時
間となりました。
次はいよいよガバナー公式訪問です。皆さんご多
忙とは思いますが、できるだけ多く参加していただ
き、皆でガバナーをお迎えしたいと思います。
（広報・会報理事 中村 富子）

7月21日(木)

第 1035

幹事報告
１.BOX配布物
・本日の合同例会及びクラブ協議会の資料
２.例会変更
・広島陵北RC「広島安佐RCとの合同例会」
（合同公式訪問）
と き：8月4日(木)12：30～13：30
※8/3（水）の例会変更
ところ：リーガロイヤルホテル広島4階
３.お知らせ
・次週の例会は、7/28(木)からの例会変更で、29日
（金）17：30から「夏の家族例会カープ観戦」で
すので、お間違えのないよう、よろしくお願いい
たします。
・インターアクト委員会より7/19（火）に崇徳高校
IACの献血活動のためパンの寄付を行ってきまし
たことをご報告いたします。

ニコニコ箱
￥21,000

累計￥60,000

☆G6ガバナー補佐
古谷幸一様
ガバナー補佐幹事 村上知史様
本日はガバナー公式訪問前の例会及びクラブ協議
会に参加させて頂きます。宜しくお願いします。
☆岡本会員・横手会員・坂井会員・岡田会員
RI2710地区G6ガバナー補佐・古谷幸一様、ガバ
ナー補佐幹事村上知史様、本日の合同クラブ協議
会、宜しくお願いいたします。尚、古谷ガバナー
補佐におかれましては、卓話もご依頼しておりま
す。ご教示の程、お願いいたします。
☆道垣内 文夫会員
陵北の皆様、お久しぶりです。ガバナー補佐古谷
様、卓話楽しみにしております。
☆山口 洋充会員
陵北RCの皆様、いつもお世話になっております。
本年度も合同でガバナー公式訪問が迎えられるこ
と、うれしく思います。本日は我が家の末っ子の
1才の誕生日でもありますので出宝させて頂きま
す。

回

本日のプログラム
「ガバナー補佐卓話」
2022-23年国際ロータリー第2710地区
ガバナー方針について
2022-23年国際ロータリー第2710地区
G6ガバナー補佐 古谷 幸一 様

出席報告 第1033回 7月7日
会員数 19名(内免除1名) 出席率88.89％
出 席 14名
ご来賓 0名
欠 席 5名
ご来客
0名
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 2名
ゲスト 0名

第1036回例会
夏の家族会
7月29日(金)
マツダスタジアム

7月度第4例会通算第1036回例会は、例会日の28日を変更し29日に開催されました。
会場はマツダスタジアム、そう、今例会は年に一度のカープ観戦となります。
今年はフロアを借り上げるのではなく、内野指定の一角を占め、極力移動を避け黙
食・黙視に努めるという、まことに第七波到来のご時勢に相応しい観戦形式を取りま
した。
目新しいところから言えば、今回はわがクラブが支援する崇徳高校インターアクトクラブの生徒さんを顧問の
鴨谷先生と一緒にご招待したことでしょうか。いつも真剣に奉仕活動に従事する時には触れることの出来ない、
ワイワイ・キャーキャーの普通の高校生らしい彼らの姿を垣間見てとても新鮮な感覚を得ました。青春の時、掛
け替えのない夏休みを有意義に過ごして下さい。
試合の方は、高卒2年目の相手投手（高橋宏）にカープ打線は沈黙、8回1/3までノーヒット・ノーランに抑え込
まれてなす術もなく、ビシエド選手には3ホーマーを浴びるなど完敗。熱心に観戦してくれる崇徳の生徒さんをし
り目に、わがクラブの会員は一人、またひとりと消えていき、最後にはわずか3名が責任上残ったというなんとも
残念な体たらくでありました。（教育上どうなのでしょうね？？）
来週は早くもガバナー公式訪問です。皆さんも英気を養い一丸となって乗り切りましょう。
広島安佐ロータリークラブ
（文責 青木幹丸）
2022年6月個人別出席一覧
☆例会数：4回
☆クラブ出席率：90.28 %

崇徳高校IAC募金

☆メーキャップ対象の会合： 6/2(木)6月分定例理事会6/9(木)6月分被選理事会
6/12IM

Ｎｏ

氏

名

2

6

16

23

％

1

青木 幹丸

◎

○

○

△

100

2

道垣内 文夫

◎

◎

◎

○

100

3

八條 範彦

×

○

×

○

50

4

黒田 七郎

△

○

△

○

100

5

森本 真治

×

×

×

○

25

6

松岡 與吉

○

◎

○

○

100

7

三宅 恭次

○

△

△

○

100

8

中村 富子

○

△

○

○

100

9

野村 裕芳

▲

▲

▲

▲

10

奥芝

隆

◎

◎

○

○

100

11

大北 茂人

○

○

○

○

100

12

岡本 忠文

◎

◎

◎

○

100

13

坂井 信教

△

△

○

○

100

14

谷

◎

○

△

○

100

勝美

15

浮田 収

×

△

○

○

75

16

山口 洋充

◎

◎

◎

○

100

17

横手 裕康

△

○

○

△

100

18

山岡 稔

△

○

△

○

100

19

岡田 哲也

○

○

◎

○

100

◎：ダブル出席者 ○：ホーム出席者 △：メーキャップ ×：欠席 ▲：出席免除者

７月分
谷会員・松岡会員・奥芝会員・岡本会員

合計
総額

4,000円
4,000円

出席報告 第1034回 7月14日
会員数 19名(内免除1名) 出席率88.89％
出 席 13名
ご来賓 0名
欠 席 6名
ご来客 0名
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 3名
ゲスト 0名

