
四つのテスト（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊岡ガバナー、土屋ガバナー補

佐ようこそお越し下さいまし

た。歓迎致します。緊急事態宣

言発令の中大変ですね。 

地区方針「広げようロータリー

の光を！」と掲げられていま

す。その中の一文に、ロータリアンは社会の一隅を照

らす光として輝いていると言われています。今期、私

達アゼリアＲ.Ｃは、コロナ禍による幼少年の居る困

窮家庭に食糧支援をするプログラムを重点プログラム

のひとつとしています。一隅を照らすと言う意味で

は、相通ずる物があると思われます。 

そして、もう１つの重点プログラムは、インターアク

トの提唱クラブになることです。来期が２５周年を迎

えるので慶風高校さんにインターアクトクラブを創設

してもらってアゼリアがスポンサークラブとなり周年

記念に花を添えたいと思っています。 

ＲＩの重点分野は、 

１.平和構築と紛争予防 

２.疾病予防と治療 

３.水と衛生 

４.母子の健康 

５.基本的教育と識字率の向上 

６.地域社会の経済発展 と、今回１つ追加されて 

７.環境保全となっています。 

７.環境保全について先般第２８２０地区から提案が

有り、海岸の清掃を９月１２日(土)に世界中のロータ

リアンが一斉に行う、これに第２６４０も賛同し地区

内の水辺の清掃を呼び掛けています。世界中のロータ

リアンが一斉に行うのは、画期的なプロジェクトだと

思います。 

  

2021-22 年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  松本 良二 ／ 幹  事  松本  博  

『 』 

 

2021-2022 年度 [例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30  

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 

TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472    

E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 

 

2021 年 9 月 13 日 第 998 例会  VOL.24 No.7 TOTAL937  

-------- 本日の例会 9 月 13 日（月）  -------- 

第 998 回例会   

☆内部卓話 

 「私の趣味は何でしょう？」 

               中村 善夫 会員 

-------- 次回の例会  9 月 27 日（月） ---------                    

第 999 回例会  

  ☆内部卓話 

   「知っていたら為になるが、 

知らなくても困らない話」 

                栗山  久 会員 

             

---- 前回の例会記録 8 月 16 日（月） --------- 

第 997 回例会   

○ロータリーソング   アゼリアの友よ 

 ○ゲ ス ト 紹 介  RI2640 地区 2021-22 年度 

           ガバナー   豊岡  敬 様 

           ガバナー補佐 土屋 一博様 

○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 28 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   8 月 16 日 19/25 名 76.00％ 

メーキャップ   0 名 

国際ロータリー第 2640地区 和歌山アゼリアロータリークラブ Weekly Report 



本日、豊岡ガバナー「ガバナーズアドレス」よろしく

お願い致します。 

 

 

ガバナー月信 8 月号を回覧し

ます。 

前年度クラブ活動報告と今年

度活動計画の冊子が出来上が

りましたので配布しておりま

す。 

冊子はクラブ協議会などで必要ですので、無くさずに

保管しておいてください。 

 

 

 

◎国際ロータリー第 2640 地区 

2021-22 年度ガバナー 豊岡 敬 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Institute）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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

松本 良二会長 

豊岡ガバナー、土屋ガバナー補佐、ようこそお越し下

さいましてありがとうございます。ご講話よろしくお

願い致します。 

松本  博幹事 

豊岡ガバナー、土屋ガバナー補佐、本日はよろしくお

願い致します。 

北畑 充香ＳＡＡ 

豊岡ガバナー様、土屋ガバナー補佐様、今日はありが

とうございます。 

後和 信英会員 

豊岡ガバナー様、土屋ガバナー補佐様、お忙しい中お



越し頂きありがとうございます。 

藤田眞佐子会員 

本日は豊岡ガバナーにお越しいただきうれしく思いま

す。コロナ、そして大雨と大変な毎日です。こんな

日々ですががんばりま～す。 

堀本喜久子会員 

豊岡ガバナー様、土屋ガバナー補佐様、お忙しい中お

越し下さりありがとうございます。よろしくお願い致

します。 

北野 敏夫会員 

コロナワクチン、若い人の方が副反応大きいみたいで

すね。僕は１日寝込みました。 

豊岡ガバナー様、本日はどうぞ宜しくお願い致しま

す。 

井上 晴喜会員 

豊岡ガバナー、土屋ガバナー補佐、お忙しい中お越し

頂き有難うございます。 

宮井 靖輝会員 

豊岡ガバナー様、土屋ガバナー補佐様、ようこそお越

し下さいました。本日はよろしくお願い致します。 

野村  伸会員 

皆様こんにちは！お盆は雨が多く、大変でした。本日

は豊岡ガバナー様、前回に引き続き土屋ガバナー補佐

様、よろしくお願い致します。 

大野 治朗会員 

豊岡ガバナー様、土屋ガバナー補佐様、お忙しい中、

本日は有難うございます。よろしくご指導の程、お願

い申し上げます。 

西出 隆一会員 

豊岡ガバナー様、土屋ガバナー補佐様、ようこそお越

し下さいました。よろしくお願い致します。 

佐々木卓也会員 

豊岡ガバナー、土屋ガバナー補佐、ようこそお越し下

さいました。本日はよろしくお願い致します。 

田原サヨ子会員 

豊岡ガバナー様、ようこそお出で下さいました。以前

御一緒に青少年地区委員をやらせてもらっていた頃が

なつかしいです。本日どうぞよろしくお願い致しま

す。 

梅田 千景会員 

豊岡ガバナー、ようこそお越し下さいました。よろし

くお願いします。皆様大雨の被害な無かったですか？ 

本日合計額 28,000 円     累計額  291,000 円 

 

♠ロータリー財団 

藤田眞佐子会員  後和 信英会員  松本 良二会員 

堀本喜久子会員  北畑 充香会員  西出 隆一会員 

田原サヨ子会員   梅田 千景会員   

本日合計額  16,000 円     累計額   83,500 円 

 

♠米山記念奨学会 

藤田眞佐子会員  後和 信英会員  堀本喜久子会員  

北畑 充香会員  野村  伸会員   田原サヨ子会員   

梅田 千景会員 

本日合計額  14,000 円       累計額  54,500 円 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額     円      累計額   22,963 円 

 

 

 

＊＊ 市内ロータリークラブ例会情報 ＊＊ 

クラブ名 日   時  内    容  

和 歌 山 北 9月 13 日(月) クラブフォーラム「第１回 I.D.M.発表」 

和 歌 山 9月 14 日(火) 「HOUSE GOODS アイデア商品開発に

ついて」 

㈱サンコー代表取締役 角谷太基 さん 

和歌山東南 9月 15 日(水) 例会取消 

和 歌 山 西 9月 16 日(木) 

18:00～ 

15 日の例会を変更 

於：魚菜八風 

和 歌 山 東 9月 16 日(木) 国際ロータリー第 2640 地区   

豊岡 敬 ガバナー公式訪問 

和歌山城南 9月 16 日(木)  例会取消 

和 歌 山 南 9月 17 日(金)  

和 歌 山 中 9月 17 日(金) 例会取消 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：9 月 15 日（水）12:00～12:30 

        9 月 22 日（水） 

          ラヴィーナ和歌山  

◎休  会 

和 歌 山 西ＲＣ：9 月 29 日（水） 


