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前回の例会 

2022年 7月 29日(金)第 1959回 

「 森本芳宣ガバナー公式訪問 」 

卓話者 RI 第 2640 地区ガバナー 森本芳宣様

今週の歌  「奉仕の理想」 

「見上げてごらん夜の星を」 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2022年 8月 5日 第 1959号 

 

2022年 8月 5日(金)第 1960回 

卓 話  「会員増強月間フォーラム」 

卓話者  会員増強委員長 嶽盛 和三 

今週の歌  「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースディソング」 

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 

中川 澄会員(10日) 中田 学会員(30日) 

奥野美津子様(3日) 辰 由華様 (5日) 

國井 藤子様(7日)  永富 絹代様(17日) 

畑中 暁子様(21日) 

〇結婚記念日祝い  

該当者なし 

 

 

 

 

 

2022-23年度 国際ロータリーのテーマ 

       「 イマジン ロータリー」 

  国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ（カナダ・ウインザーローズランド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)  ： 森本芳宣 

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

E-mail ： morimoto@rid2640g.com 

会長：塩見 守  幹事：澤井久和  広報委員長：池田茂雄  編集者：那須宗弘 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

 2022年 8月 19日(金)第 1961回 

卓 話 「 ロータリーの友月間に寄せて 」 

卓話者  広報委員長 池田 茂雄 

＊8月 12日（金）は休会です。 

お間違いなきようお願いいたします。 

本日の例会 

 

時間 

 

＜7月29日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            17名 
欠席会員               12名 

    ゲスト                1名 
    ビジター             0名 

次回の例会 

 

時間 
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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 森本 芳宣 様 

 

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。 

 

 

 

 

会長 塩見 守 

 

本日は国際ロータリー第 2640地

区森本芳宣ガバナー公式訪問でご

ざいます。森本ガバナーお忙しい

ところ堺北ＲＣクラブにお越しく

ださり誠にありがとうございます。

又、新型コロナウイルス第7波が感染拡大してい

る中、ご出席くださりました会員の皆様には感

会長の時間 

 

時間 

 

卓  話 

 

時間 
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謝申し上げます。例会前に森本ガバナーと丸山

ガバナー補佐と澤井幹事と私の４名で懇談会を

開催致しました。当クラブの状況や活動内容な

ど様々なお話しをさせて頂き、森本ガバナーか

らは、これからのロータリー活動について貴重

なご意見を頂戴致しました。あっという間に時

間が過ぎてしまい、丸山ガバナー補佐からそろ

そろ時間ですと声をかけて頂き例会場に向かっ

た次第でございます。卓話の時間では、森本ガ

バナーよりジェニファー・ジョーンズＲＩ会長

のテーマ「イマジン ロータリー」についてのお

話しから、2640 地区テーマ「行動し実践するこ

とによりロータリーの輪を拡げよう」について

のお話しもいただけると思いますので楽しみに

しております。 

 

 

 

 

広報委員会 

「クラブ細則・ガバナーへのご質問」 

                       広報委員長 池田茂雄 

 

森本芳宣ガバナー公式訪問の際に、

次のご質問をさせていただいた。 

従来からのロータリー四大奉仕部門

は、「クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉

仕・国際奉仕」ですが、5 番目として「青少年奉

仕」が追加されて、現在の標準定款では「五大

奉仕部門」と規定されております。よくよくみ

ますと、従来からの「社会奉仕部門」の中が二

つに分かれて、「社会奉仕」と「青少年奉仕」に

なっただけのことで、新しく部門ができたわけ

ではありません。 

 そこで、質問です。 

当クラブの｢クラブ細則」では今でも、「社会奉

仕部門」の中に「社会奉仕」と「青少年奉仕」

が入った規定になっております。活動する上で

は何ら支障はありません。「青少年奉仕」を独立

した部門に改正しなくて、今のままの規定でも

よろしいでしょうか。 

(ガバナーのお話では、社会奉仕と青少年奉仕は

お互いに関連が多いなかでのお話なので、それ

で良いかと私は思います) 

「田中朝彦名誉会員・お別れの会」 

広報委員長 池田茂雄 

 

田中朝彦名誉会員が去る 7月 15日

にご逝去されました。92歳でした。 

当クラブチャーターメンバーとして

クラブの発展に尽力されながら、平

成 23 年 6 月に正会員から名誉会員となられ、現

在に至っておりました。当クラブ発足当初から

のご功績は誠に大なるものがあります。同氏の

在りし日を偲んで、7月31日(日)午後５時から堺

東の「富寿司」において ｢お別れの会｣を催い

たしました。ご子息にご出席いただき、思い出

話などに花が咲き、名残りつきないお別れの会

となりました。 

ありし日のご活躍を偲び、謹んでご冥福をお祈

りいたします。 

 (出席者 8名)  

   那須宗弘・城岡陽志・米澤邦明・小西幹夫・ 

池田茂雄 

 (当クラブ以外) 

  田中眞琴様 (ご子息) 

    吹本孝宏様 (朝彦氏ご友人) 

    小河徹也様（眞琴氏ご友人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）配布物 

・週報 

  

（２）他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

【堺清陵ＲＣ】 

・8月4日（木）・8月18日（木）・8月25日（木）  

定款第７条第１節(d)(3)の規定により休会 

委員会報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 
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【堺おおいずみＲＣ】 

・8月 10日（水）→ 休会 

・8月 24日（水）→8月 21日（日） 

第 38回堺市中学校美術部作品展「部展」鑑賞 

例会へ変更 

【堺中ＲＣ】 

・8月 4日(木)、18日(木)、25日(木)の例会は 

定款第７条第１節(d)(3)の規定により休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           森本ガバナーより 

            今年度テーマの入った 

バナーをプレゼントして 

いただきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会員は 50音順） 

会 員 一 同  森本ガバナー、本日はご指導よ

ろしくお願いいたします。 

池田茂雄会員 森本芳宣ガバナー、ようこそお

越しくださいました。ご指導の

ほど宜しくお願い致します。 

永富久紀会員 森本ガバナーをお迎えして、今

日はよろしくお願いします。 

那須宗弘会員 本日はお忙しい中、森本ガバナ    

ーようこそお越し下さいました。     

心より歓迎させて頂きます。 

鶴 啓之会員 森本ガバナー様、本日はようこ 

そ堺北ロータリークラブに、よ 

ろしくご指導いただけます様に。 

平野祥之会員 森本ガバナー、本日はようこそ    

堺北ロータリークラブへお越し 

くださいました。御指導よろし 

くお願い申し上げます。 

吉村博勝会員 森本芳宣ガバナー様、本日、お    

忙しい中、お越し下さいまして 

ありがとうございます。本日よ 

ろしくお願いします。 

     合計４２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

SAA報告 

例 会 風 景 


