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前回の例会 

 2021年 10月 29日（金)第 1931回 

   「 豊岡 敬ガバナー公式訪問 」 

卓話者  RI 第 2640 地区ガバナー 豊岡 敬 様 

今週の歌 「奉仕の光」「旅愁」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 11月 5日第 1931号 

 

 2021年 11月 5日（金)第 1932回 

卓 話  「 ロータリー財団フォーラム 」 

卓話者  ロータリー財団委員長 永富 久紀 

今週の歌  「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

      「 バースデーソング 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇会員・奥様誕生祝い（１１月度） 

 鶴 啓之会員(5日) 田口 隆会員(12日) 

  木畑 明子様(16日)   

〇結婚記念祝い（１１月度） 

  米澤邦明会員(4日) 中田 学会員(18日)    

 塩見 守会員(18日) 奥野圭作会員(19日)  

 三上尚嘉会員(23日) 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：奥野圭作 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2021年 11月 12日（金)第 1933回 

卓 話 「 私の過去と現在と未来 」 

卓話者  米山奨学生 文
マン

 羨
シン

 様 

    （世話ｸﾗﾌﾞ：高石ＲＣ・香港） 

本日の例会 

 

時間 

 

＜10月29日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            23名 
欠席会員               7名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            2名 
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「ガバナーアドレス」 

国際ロータリー第 2640地区 

ガバナー 豊岡 敬 様 

 

 2019 年末からの新型コロナ

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。オンライン等を活用す

る等して、会員さん相互のコミュニケーションを

維持するようにして下さい。 

  

 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

同じくする仲間を増やして、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。 」と言われております。

またアルバート・アインシュタイン博士の言葉を

引用して、「誰かのために生きてこそ、人生には価

値がある」とも言われております。日本でも「情

けは人のためならず」と言われているように、他

人に奉仕することが、まわりまわって自分自身の

人生を豊かにし、心を幸せにするのです。 メータ

会長は 奉仕に関して「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。メータ会長はインドのカルカッタ出身です。 

ロータリーもライオンズもインドでは順調に会

員数を増やしており、特にライオンズは昨年 

2020年 12月末迄の上半期だけで 3万人の純増を

達成しているそうです。その一方でロータリーは、 

アメリカや日本では会員の減少に歯止めがかか

らず、全世界では 120 万人のままとなっていま

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 1650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 RI は特に女性に焦点を

卓  話 
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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。日本では、元号が昭和から平成に

変わったタイミングですから、そんなに昔のこと

ではありません。その後ロータリーは多様性を認

め女性会員の人数は増えていきました。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。広く一般の市民の方

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、

ロータリーの奉仕の素晴らしさを実感された方

を新たな仲間としてクラブに迎え入れてくださ

い。ロータリー奉仕デーの定義は、２つ以上のロ

ータリークラブ、ローターアクトクラブ、インタ

ーアクトによって計画されたものであり、ロータ

リー７つの重点分野のうち１つ以上に一致して

おり、参加者の少なくとも 25%は、現ロータリー

の会員ではないこととされています。 

 

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。現在のロータ

リーの地区やガバナーは十分に機能していない

として、今後 10 年をかけて、ロータリーの組織

を変えていく計画です。地区を廃止し、リージョ

ンとセクションを設置していくそうです。日本 1

国で１つのリージョンとなり、102 のセクション

を配置のセクションを配置していくそうです。 

現在は、日本国内 34 地区なので、地区が三分の

一に分割されるイメージです。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ます。 

SRFの目的は、RIの中間組織の簡素化によってフ

ラットで風通しのよい組織に再構築するとされ

ていますが、日本のロータリーでは、非効率な組

織構造のまま RI の中央集権型の構造は残ってし

まうとして、否定的な意見も多いようです。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 代目代 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、100 年後の現在

では１０億ドルを超える財団に成長しています。

継続的に奉仕を行うためには、安定した資金が必

要です。ロータリー財団へのご寄付をお願いしま

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。アフガニスタンでは、今

年の 8月に政変がおこり、タリバンが実質政権を

奪取しています。混乱の中でアフガニスタンにお

けるポリオプラスがどうなるのか？心配をして

おりました。McGovernポリオプラス委員長からの

報告がありまして、実は早い段階からタリバンと

は接触をされていたようです。2021年 1月 17日

にＷＨＯとユニセフの地域役員がドーハにある

タリバン事務所に集まり、ポリオワクチン接種へ

の協力を要請しています。首都カブールが陥落し

たのが 8月 15日ですが、その 1週間後にはタリ

バンの支援のもとロードサイドでのポリオワク

チンの接種が始まったと聞いています。アフガニ
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スタンには、タリバン以上に過激な組織もありま

すので、治安が維持されるのか、ワクチン投与が

継続できるのか不透明ではありますが、地球上か

らポリオを根絶するまであと一歩のところまで

来ています。引き続き、ポリオプラスへのご支援

もお願いします。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１９５

２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１００

００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。米山梅吉翁は、「ロータリーの例会は人生道場

である」と言われています。ロータリーに参加す

ることにより、切磋琢磨し、人間として成長して

いきましょう。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 RLI

とDL研修に出して頂くことをお願いいたします。

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。きっと想いは子供時代を過ごしたバーモン

トの田舎に戻るのでしょう。ですから、ロータリ

ーの原点は、無邪気な子供の頃のように友情と親

睦を楽しみ、信頼できる一生の友人と出会える場

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！ 
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会長 中川 澄 

 

 先日、ラジオ番組の法律相談コ

ーナーの回答原稿を担当しました

ので、そのときの質問、「飲食店の

店主が、自分の店に『コロナウイル

スワクチン未接種の方お断り』の

張り紙を張ることは許されるか」についてお話し

ます。 

 結論的には、飲食店の店主がコロナウイルスワ

クチン未接種の方の入店を断ることは可能です。

お店の経営者には営業の自由があり、この営業の

自由には誰の入店を認めるか決める権利も含ま

れるからです。 

ただ、誰の入店を認めるかどうか自由に決められ

るといっても、入店できる人と入店できない人を

区別する基準が不合理な差別にあたる場合は、そ

のような区別をすることは許されません。例えば、

「ワクチン未接種の外国人お断り」という張り紙

をすることは不合理な差別にあたり、許されない

と考えられます。外国人か日本人かで、ワクチン

未接種の影響に違いがあるわけではなく、これは

外国人に対する不当な差別にあたるからです。 

 また、「ワクチン未接種の方お断り」の張り紙を

したとき、これを不快に感じたり、やりすぎだと

感じる方がいることにも留意する必要があると

思います。アレルギー反応などの健康上の理由で

ワクチンを接種できない方もいます。 

 コロナウイルスとの戦いは重要ですが、その中

で、立場や考え方の違う人をむやみに攻撃したり

しないこともまた重要だと思います。 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報 ・「奉仕の光」歌詞 

 

（２）１１月１２日 例会について 

 今年度当初の予定では 11月 14日(日)に「子ど

も囲碁フェスタ・堺」を開催予定しておりました

が、今年度もコロナ禍の状況を鑑み、残念ではご

ざいますが、中止となりました。よって次週 11月

12日（金）は通常例会に戻し、地区米山奨学委員

会より依頼を受けまして、高石 RC の奨学生 文
マン

 

羨
シン

さんに卓話をして頂くことになっております。 

 

（３）堺８RC新春合同例会･新春互礼会のご案内 

 ホストクラブ・堺おおいずみ RC は下記の通り

開催を予定、会場を広く取り間隔を開けての着席

と現在のところアルコール類なしのビュッフェ

形式の食事を検討されています。 

現状、コロナ感染も落ち着いていますが、今後の

状況がはっきり分からないため、急な変更も余儀

なくされると思いますが、よろしくお願い致しま

す。                

           記                           

 日  時： 令和４年１月１３日(木) 

 受  付： １０時００分～ 

 合同例会： １０時３０分～ 

 互 礼 会： １１時１５分～  

 閉  会：  １３時３０分  

 場所：ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺       

      ４階 ロイヤルホール 

＊出欠の回答は別紙ご案内にて事務局までご返

信お願いします。（締切 / 12月 3日（金）まで） 

 

 

  

 （50音順） 

会 員 一 同  豊岡ガバナー、本日はようこそお 

       越し下さいました。ご指導のほど   

       よろしくお願いします。 

池田茂雄会員 豊岡敬ガバナー、ようこそお越し 

       下さいました。ご指導のほどよろ 

       しくお願い致します。 

城岡陽志会員 ふる里へ桜街道を造る為に、役場 

       と町おこしの協議中です。 

       豊岡ガバナー、西谷ガバナー補佐 

       のコンビでがんばって下さい。 

鶴 啓之会員 豊岡ガバナー様、本日はよろしく 

       ご指導いただけます様に。 

永富久紀会員 豊岡ガバナーをお迎えして。 

       本日は宜しくお願いします。 

那須宗弘会員 豊岡敬地区ガバナーようこそお 

会長の時間 

時間 
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       越し下さいました。御指導、宜し 

       くお願い致します。 

平野祥之会員 本日は、豊岡ガバナー、西谷ガバ 

       ナー補佐、ようこそお越し下さい 

       ました。ありがとうございます。 

吉村博勝会員 豊岡敬ガバナー様、本日はよろし 

       くお願いします。 

 合計５２，０００円 

 

 

国際ロータリー第２６４０ 地区 

堺北ロータリークラブ 会員の皆さま 

                                         国際ロータリー第２６４０地区 

                                  ガバナー 豊岡 敬 

公式訪問お礼 

拝啓、晩秋の候 、 平素より大変お世話になっております。 

この度、貴クラブ公式訪問に際し、暖かく迎えて頂き有難く厚くお礼申し上げます。 

ガバナーアドレスとして、つたない話ではございますが 、 シェカール・メータ ＲＩ会長のテーマ「奉仕しよ

う みんなの人生を豊かにするために 」 について、少しでもご理解賜り、また、地区スローガンを 「広

げようロータリーの光を 」とさせて頂きましたとおり、皆さまと共にロータリーの希望の光を広げて行きたい

と願います。宜しくお願い申し上げます。 

併せて、皆様方のご理解ご支援を賜り地区運営に努めて参る所存でございます。何卒宜しくお願い申

し上げます。 

クラブ会員皆さまのお身体ご自愛願い、貴クラブのご繁栄をご祈念申し上げ、簡単ではございますが

お礼とさせて頂きます。有難うございました。                               謹白 


