
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 
 

2022-2023 年度 
2022 年 11 月 14 日 第 1892 例会  VOL.45 No.7 通算 1896 号 

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 

国際ロータリー第 2640 地区 和歌⼭北ロータリークラブ Weekly Report 

IMAGINE ROTARY 

[例会⽇] 毎週 月曜⽇ 12︓30〜13︓30  
[例会場] 和歌山市七番町 26-1 ダイワロイネットホテル和歌山４F 
[事務局] 和歌山市広瀬通丁 3-13-2 コスモ広瀬１F（〒640-8113） 

TEL 073-432-5260 / FAX 073-488 -6665 
HP(URL)http://www.wkitarc.sakura.ne.jp 
E-mail︓wnrcinfo@oak.ocn.ne.jp 

 

2022-23 年度 和歌⼭北ＲＣのテーマ
会 ⻑  平⼭ 裕次郎  
『 』 

--------------------------------------- 
 会   ⻑︓平⼭裕次郎   姉妹クラブ 
 幹   事︓岡⽥義典      東済州 RC 
 会報委員⻑︓松本憲⼆    友好クラブ 
                 ⽔⼾東 RC 
--------------------------------------- 

１１月ロータリーレート︓１＄＝148 円 
☆彡ロータリー財団月間☆彡 

------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 18︓30 
◇RC ソング「四つのテスト」︓全員での⻫唱 
◇サイン受付報告 出席委員⻑︓田邉昌也君 
◇出席報告  出席委員⻑  ︓田邉昌也君 
◇会⻑・幹事・委員会・SAA 報告 
◇和歌山アゼリア RC との合同夜間例会 

於︓アバローム紀の国 18︓30〜 
ホスト︓和歌山アゼリア RC 

◇閉会点鐘   20︓30 
----- 次回の例会 2022 年 11 月 21 日（月）-----                  
第 1893 回例会 
☆クラブフォーラム 

  「⽶山月間にちなんで〜⾃⼰紹介〜」 
   ⽶山奨学生︓林 煌鑫(りん こうきん)さん 
   世話クラブ︓和歌山北 RC 
    ※11 月お誕生⽇お祝い 

------ 前回の例会報告  10 月 31 日（月） ------ 
第 1891 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２５名  出席率︓８３％ 
○10 月 17 ⽇(月)Make up 後の出席率︓７９％ 
--------- ゲスト報告  平⼭裕次郎会⻑ ------- 

 RI 第 2640 地区 2022-2023 年度 
  ガバナー 森本芳宣様(和歌⼭北 RC) 
 RI 第 2640 地区 3 分区 2022-2023 年度 
  ガバナー補佐 ⽥原久一様(和歌⼭東 RC) 

合計 2 名 

●   

  
≪回覧≫ 
・本⽇、回覧はございません。 
≪報告≫ 
・本⽇の例会終了後、クラブ会報 

掲載用の森本ガバナー・田原ガ 
バナー補佐との集合写真を撮り 
ます。(前回の前撮りには、田 
原ガバナー補佐がご不在の為) 

 ・11/5(土)・6(⽇)は、地区大会です。設営・案 
内係、登録・受付係の方々は各集合時間にお集 
まり頂き、役割の遂⾏を宜しくお願い致します。 

≪その他≫ 
・次回 11/7(月)は、休会です。 
・次回の例会は、11/14(月)18︓30〜 
  「和歌山アゼリア RC との合同夜間例会」 
   アバローム紀の国 ホスト︓アゼリア RC 
   受付開始︓18︓00〜 
   会費︓￥3,000 は当⽇お支払い下さい。 

みなさんこんにちは 
先程、例会が始まる前に森本
ガバナー、田原ガバナー補佐
と会⻑、幹事の 4 人で懇親会
を無事に終える事が出来まし
たのでご報告をしておきま
す。 

本⽇は当クラブから創⽴43年⽬にして地区ガバ
ナーを初めて輩出しました第 2640 地区の森本
ガバナーの公式訪問となっています。 
そして、第 3 分区の補佐を担当する和歌山東ロ
ータリークラブ輩出の田原ガバナー補佐を迎え
ての例会となっております。 
森本ガバナーは RI において地区内の唯一の役員
となっております。これからの 20〜30 分間の
ガバナーアドレス（演説）は、RI 地区役員によ
る権威のある講演であります。趣旨はロータリ
ー活動の推進に資する⽬的で、現ガバナーが地
区内のクラブの会員に対してロータリーに関す
る感銘深いお話や感動的な講演を⾏うという事
となっております。皆様方には、ご拝聴を頂き
そこから学びを得て、これからのロータリー人
生の糧にして頂けることを期待しております。 

   ここで一言、『基本に学ぶ』 
 

http://www.wkitarc.sakura.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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会⻑ 
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 
⼥性会⻑です。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、会⻑は「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会⻑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。 

 

・森本ガバナー、田原ガバナー補佐よろしく 
お願いします。 

平山裕次郎君 岡田義典君 中村博道君 
・ニコニコ箱募⾦。        桝谷知樹君 
・公式訪問、森本ガバナー、宜しくお願い致し 

ます。            和田耕司君 
・ニコニコ箱募⾦。        重根康志君 
・ニコニコ箱募⾦。        飯塚忠男君 
・森本ガバナー、宜しくお願い致します。 

松本憲二君 
・誕生⽇⾃祝。          今田政⾏君 
・前年度アルコール募⾦残⾦￥5,485 
             

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 

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 歳以上で⻘春時代の人
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。 
 


