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新年のご挨拶　第 68 代会長　野田義弘   64.5k

歓迎の言葉　第 68 代会長　野田義弘

本日出席会員 29 名
メークアップ（前々回）3 名
出席率（前々回補正）　76.09%
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：�ガバナー　　　馬場益弘氏�

ガバナー補佐　貴志英生氏　�
幹事長　　　　谷内弘照氏

　新年あけましておめでとうご
ざいます。
　武生ロータリークラブ会員の
皆様におかれましては、ご健勝
にて輝かしい令和４年の新年を

迎えられましたことと、お慶び申し上げます。本年
も昨年同様よろしくお願いいたします。早くも半年
が終わりいよいよ後半戦が始まります。昨年は、牛
のようにのんびりとさせていただきましたが、今年
は寅年です。コロナ禍ではありますが、なんでも果
敢にトライする年だと考えています。暴走するかも
しれませんが、なにとぞ会員皆様の熱き友情の下、
ご協力をお願い申し上げますとともに、本年が会員
皆様にとって益々の飛躍の年になりますようにご祈
念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　第2650地区ガバナー　馬場　益弘様、ガバナー
補佐　貴志　英夫様、幹事長　谷内　弘照様、御
足もとの悪い中またお忙しい中、ようこそお越しく
ださいまして誠にありがとうございます。
　本年度スタートしてから半年となります。馬場
ガバナー様が掲げられましたテーマ「活力と輝き」
これをもとに事業を行っていたつもりですが、残
念ながらコロナ禍あまり成果が出来なかったよう
な気がします。
　残り半年、ロータリーの基本である「四つのテ

スト」その前に馬場ガバナー様の「三つの健康」
自分の健康・家族の健康・会社の健康がロータリー
の基本だと思います。これを守りwithコロナとし
て今後活動していきたいと思っています。
　また、本年度は寅年です。新しい始まりの年だ
と言われています。虎のように果敢になんでもトラ
イしていきたいと思っています。何卒、今後馬場
カバナー様におかれましては、ご指導のほどよろ
しくお願い申し上げます。また本日のガバナーア
ドレスよろしくお願い致します。簡単ではございま
すが、歓迎の挨拶とさせていただきます。本日は、
よろしくお願いします。

会員総数
46 名

プログラム

馬場益弘ガバナーアドレス
　野田会長、心温まる歓迎の言葉
をありがとうございます。マスク
を外すことをお許しくださいませ。
　武生ロータリークラブ会員の

皆さま、武生府中ロータリークラブ会員の皆さま、
こんにちは。そして、明けましておめでとうございま
す。ガバナー公式訪問が年をまたぐのは初めてでご
ざいます。そして、おそらく2650地区で初めて雪
の降るところでガバナー公式訪問をさせていただい
たことになると思います。本日はどうかよろしくお願
いします。そして今年もお世話になります。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
　ご紹介がございました、国際ロータリー第2650
地区 2021－22年度ガバナーを拝任いたしました
馬場益弘でございます。所属は京都西ロータリー
クラブでございます。本日は、歴史と伝統に輝く野
田会長が率いられる武生ロータリークラブと倉内会
長が率いられる武生府中ロータリークラブで、ガバ
ナーアドレスをさせていただくことを心から光栄に
思っております。そして寒い中、各クラブ会長がお
そろいで、皆さま方とともにこの玄関前にて心温か
くお出迎えいただいたことに心から御礼を申し上げ
たいと思います。ありがとうございました。
　武生ロータリークラブは、故林一彦パストガバナー
を輩出されておられます。また地区運営におきまし
ては、両クラブから素晴らしい地区委員の皆さまに
ご支援とご協力をいただいておりますこと、心から
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御礼と感謝を申し上げます。本日は貴志ガバナー補
佐、谷内幹事長と一緒に訪問させていただきました。
あと半年、誠心誠意懸命に務めてまいりますので、
ご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
　本年度のシェカール・メータＲＩ会長のテーマは、
「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」で
す。そして私のスローガンは、「活力と輝き―ロータ
リーの基本を大切に―」とさせていただきました。「活
力と輝き」、一言で申し上げますと、皆さんとともに
元気を出そうと捉えていただいたらありがたいと思
います。今日は、私にとりまして最も大切な公式訪
問でガバナーアドレスを皆さまの前で述べさせてい
ただくことに、あらためて心から感謝を申し上げます。
　公式訪問は、７月８日に元ＲＩ理事・千大宗匠さ
まのご出席の下、京都南ロータリークラブから始ま
り、７月は順調に22クラブをリアルに訪問させてい
ただくことができました。ところが、８月にオリンピッ
ク・パラリンピックの開催と同時に全国的に緊急事
態宣言が発出され、京都あるいは滋賀県にまで緊急
事態宣言が発令されました。８月、９月はいずれの
クラブも訪問させていただくことを諦めました。
　なぜ諦めたかと申しますと、このようなかたちでリ
アルに訪問させていただいて、皆さまの前で、フェー
ス・ツー・フェースでアドレスを申し上げたかった
からでございます。と同時に、各クラブの代表幹事、
役員の皆さまと対話をさせていただきたいと心から
願っておりました。おかげさまで今日は二クラブに
訪問させていただきまして、87クラブの訪問が達成
されました。残りは10クラブ少しでございます。わ
が京都西ロータリークラブに戻るのは２月21日の予
定でございます。オミクロン株が大変暴れ回ってお
りますが、このようなかたちで何とかしてリアルに全
クラブを回りたいと思っております。また、このよう
に念願の公式訪問ができましたことは、私としては
この上ない喜びでございます。代表幹事の皆さま、
クラブ会員の皆さま、本当にありがとうございます。
　少し自己紹介をさせていただきたいと思います。
私は京都西ロータリークラブに1992年６月、お得
意先のご紹介で入会させていただきました。ちょう
どこのガバナー年度に丸30年を迎えることとなり
ます。私の所属しております京都西ロータリークラ
ブは、1958年２月に京都ロータリークラブをスポ
ンサーとしまして、2650地区17番目のロータリー
クラブとして誕生いたしました。そして次年度は65
周年を迎えるかたちでございます。
　ガバナーは私で３人目でございまして、故足立パ
ストガバナー、そして津田佐兵衞パストガバナーで
ございます。津田パストガバナーにおかれましては、
本年で満98歳のお誕生日を迎えられ、現在も元気
にご自分の足でリーガロイヤルホテル京都の会場へ
毎回ご出席していただいて、そして私もいまだにア
ドバイスをいただいておりますこと、本当にありが
たく思っております。
　先ほど府中の会長さんが申されたとおり、私は「三
つの健康」を入会以来大切にしております。少しお時
間をいただき、私の実体験をもとにこの「三つの健康」
についてお話をさせていただきたいと思います。
　一つ目の健康はもちろん「体の健康」でございま
す。私は2012年から13年度京都西ロータリーク

ラブの第55代の会長に推薦をいただきました。55
周年を実行していく会長でございます。そのときに、
今までやったことがなかったのですが、この先で体
調を壊しては皆さまにご迷惑を掛けますので人間
ドックに入りました。その人間ドックの結果、何と
脳に未破裂動脈瘤が発見されました。病名からいき
ますと未破裂前交通動脈瘤でございます。
　どういうことかと言いますと、心臓から脳に上がっ
てまいりまして、ちょうど脳の真ん中から、これが
前交通の右脳と左脳に出ていく動脈が非常に活発に
流れるところでございます。そのちょうど真ん中に
８ミリから９ミリの瘤が発見されました。形がこの
私の性格に似てかいびつでございまして、普通はカ
テーテルでも治すことができるのですが、私の場合
は医師の判断で、頭を開頭して瘤部の下をクリップ
で挟むという処置で行われると。途方に暮れまして、
二つの大きな病院でセカンドオピニオンを受けるわ
けですが、二つとも同じことをおっしゃいました。
　私としては、手のしびれもなく、ろれつが回らな
いわけでもなく、頭が痛いわけでもなく、好きなお
酒もずいぶん飲んでいました。ただし、今日もいらっ
しゃると思いますが、二つの病院のそれぞれのお医
者さまがおっしゃったことは、「まだまだこれから先
があるので、今のうちに処置されたほうがいいと思
いますよ。いつ破裂するか分かりません」と。会長
就任までもう半年を切っておりまして、ちょうど今
ごろでした。家内と相談しまして、意を決して手術
を受けることにしました。もちろん大変な痛みです
が、おかげさまで手術は成功に終わりまして、11日
目には退院できました。早いものでございます。
　私は入会以来目標にしていたことがあります。こ
れは個人の目標として例会出席を100％どうしても
続けるというものです。もちろん入院前には不足す
るメーキャップは先に済ませておりましたが、さて退
院したときに自クラブに例会出席しようと思いました
が、やはり脳外科でございますのでなかなか傷が治
りません。
　考えまして、私のヨットの友人が大阪茶屋町ロー
タリークラブのメンバーでございますので、事の成
り行きを電話で説明しましたところ、快くそのクラ
ブにメーキャップで来いということでございました。
産婦人科の非常にユニークな先生でございまして、
私がお酒を飲んでこけて頭をけがしていると、大爆
笑の中メーキャップを３回受けさせていただくこと
ができました。おかげさまで例会出席100％を守っ
た中、やがて頭のネットを外すことができ、念願の
京都西ロータリークラブの例会に出席したときの喜
びは計り知れないものがございました。
　健康であることの喜び、そしてもちろん例会に出
席できた喜び。一番うれしかったことは、やはりクラ
ブの仲間と話せたことです。と同時に、この自分自身
の体の健康維持の大切さを心から実感いたしました。
　二つ目の健康は「会社の健康」でございます。私
の職業分類は週報等でもお伝えのとおり学校給食
でございます。京都府を中心に関西圏と東京都に
て、幼稚園から大学までの学生食堂、給食、購買
部、学生服の販売、コンビニエンスストアなどを、
約1,400人のスタッフとともに運営させていただい
ております。「健康な人間が、健康な食事を健康な



方に提供し、健康な利益を得て、健康な家庭生活
を営む」ことを会社の指針としております。しかし、
一昨年の３月からコロナの感染拡大によりまして、
新聞紙上にも掲載されていますとおり、学内登校者
はゼロ、あるいは半分、３分の１。いまだに半分も
満たないという状態でございます。
　そして、わが社の決算も売り上げが激減いたしま
した。ガバナー・ノミニーの後半からこのコロナと
の闘いが始まり、「体の健康」「会社の健康」「家庭
の健康」から成る「三つの健康」を確保しないとガ
バナーはできないと、本当にじりじりと追い込まれ
ました。
　ところが人間、追い込まれましたら逆に強いもの
で、早々と会社の骨太の方針を掲げさせていただき
ました。一つ目はもちろん従業員の雇用を守る。二
つ目はみんなの会社を守る。三つ目は顧客からの収
入を守る。これらを目標に挙げ、いまだコロナと闘っ
ている最中でございます。だいぶ体力のほうも回復
してまいりました。
　ただ、このたびのコロナ禍でロータリー活動を継
続するためには、自分自身の職業がいかに大切であ
るかということが本当に骨身に染みました。そして
今こそ、自分の職業を通じて奉仕をすることの重要
性を、声を大きく申し上げたいと思っております。
　三つ目の健康は「家庭の健康」でございます。こ
のようにロータリー活動を続けるには、家族の理解
と後押し、そして家族の健康が大切になります。ご
家族が大病を患っておられる、あるいは、あっては
ならないことですが、奥さんから離縁状をたたきつ
けられているような状態では、ロータリー活動どこ
ろではないでしょう。私は幸いにも家族は健康で、
今のところ家内から離婚の話もなく、愛犬とともに
明るく、楽しく、前向きな家庭生活を送らせていた
だいております。
　長々と申し上げましたが、ロータリー活動を長く
続けることは、逆に、皆さんもそうです、「三つの健
康」が継続できているということです。「例会出席」
100％を最大目標にすることで病に勝ち、そしてや
がてコロナに勝ち、明るく、楽しく、前向きな人生
が保てると確信しております。皆さまとともに、全
ての困難に負けず、「活力と輝き」を甦らせ、「例会
出席」100％を目指しましょう。
　ガバナーの大切な任務は公式訪問をすることと、
全てのクラブの会員さんたちと懇親を深めることで
す。もう一つ大切なのは、ＲＩ会長のメッセージを
皆さまにお伝えすることです。時間をいただきまし
てシェカール・メータＲＩ会長のメッセージをお伝
えいたします。
　シェカール・メータＲＩ会長は「奉仕しよう　み
んなの人生を豊かにするために」を2021-22年度の
テーマに掲げられました。メータ会長が発信された
今期の優先活動項目をお伝えさせていただきます。
【活動項目の１】会員増強　120万人から130万人へ
　本年の７月１日までには130万人にしましょうと
いう、ビッグなチャレンジでございます。この2650
地区は、おかげさまでコロナ禍の中、12月末現在
で六十数名の会員増強が実情でございます。基本、
新会員の入会は、ガバナーにとりまして金バッジを
着けさせていただくことは本当にうれしいことでご

ざいます。新入会員さん、本当にこれからもご活躍
を期待したいと思っております。
【活動項目２】女児（女子）のエンパワメントに焦
点を当てる
　発展途上国における女児を守っていきましょうと
いうことです。やはりまだ発展途上国では児童婚が
あります。早く結婚してしまいますと子どもが早く
でき、学校に行けなくなり、そして仕事ができなく
なり、貧困がどんどん進んでまいります。識字率も
向上することができません。「この水は飲めませんよ」
という１行が読めないために、幼い子どもの手をつ
ないで水を飲んで死に至る。あるいは、「この先は
地雷がありますよ」という字が読めないために、入っ
ていってけがをする、命をなくすということは今も
起こっております。それを世界中のロータリアンで
守っていきましょうということです。
　日本ではそういうことはございません。日本におけ
ることは、私は女性の皆さまに活躍の機会を与えて
いきましょうということだと理解しております。来年
度のＲＩ会長はカナダの女性です。そして来年度の
2650地区も２名のガバナー補佐が女性です。福井県
のガバナー補佐・小林和美さん、そして京都市内か
ら女性のガバナー補佐が誕生します。これも女性会
員が増えてきたためです。ぜひ、クラブ会長、女性
ガバナー補佐等をつくっていただきたいと思います。
【活動項目３】ロータリー奉仕デーの実施
　ロータリークラブとローターアクトクラブ、イン
ターアクトクラブが協働で地域社会においてロータ
リーにおける「７つの重点分野」でもある・・・、
あるいはロータリーにおける・・・の中から地域社
会への奉仕をさせていただきたいということでござ
います。そしてこの奉仕をクラブ内の皆さんに周知
していただくために、メディアに周知していただき、
この二つのクラブがいかに素晴らしい奉仕活動をし
ているかということを地域社会の人に意識していた
だきたいのがロータリー奉仕デーでございます。ま
だこの年度は半年くらいあります。ぜひご活躍して
いただきたいと思います。
【活動項目４】ポリオの完全根絶に向けて
　世界中の子どもたちに約束したポリオの根絶、こ
のコロナ禍ではございますが、ロータリーは決して
諦めてはおりません。目的まで粘って続けていきた
いと思っております。よろしくお願いいたします。
【活動項目５】ロータリーの「７つの重点分野」を意
識した奉仕活動
　昨年の７月１日から７番目の重点分野に、「環境
保全」が新たに追加されました。この環境保全に基
づいた奉仕活動をよろしくお願いいたします。
　以上、シェカール・メータ会長のＲＩ方針をお伝
えさせていただきました。
　私は、本年度の地区スローガン、活動方針を「活
力と輝き―ロータリーの基本を大切に―」とさせて
いただきました。三つの地区重点活動方針を述べさ
せていただきます。
【重点活動方針の１】ロータリーの基本を大切にし
ましょう
　ロータリークラブは100年以上にわたって「四つ
のテスト」「ロータリーの目的」「五大奉仕部門」を
基本理念として、長い年月を歩んできました。世界
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中のロータリアンがロータリーの基本理念を大切に
し、「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リーダーシップ」
という中核的価値観を基に行動してきました。その
間、日本のロータリーは「職業奉仕」と「例会出席」
を重視してまいりましたが、最近のＲＩの方向性は
クラブの自主性と柔軟性を重んじること、会員増強
と財団寄付の増額を進める社会奉仕団体の方向に
進んでいるような気がします。このようにＲＩの方
針は時代に合わせて変化を続けており、私たちもＲ
Ｉの一員として時代に適応していかなくてはなりま
せんが、このようなコロナ禍の中、今こそロータリー
の基本に立ち帰るときだと考えております。
　ロータリーの基本理念は「奉仕と親睦」であり、「職
業奉仕」と「例会出席」に支えられていると思います。
私たち2650地区は、ロータリーの基本を大切にし
つつ、時代とともに進化してきたロータリーのビジョ
ンを実現するための中核的価値観の実施、そしてＤ
ＥＩの実践を行っていきます。Ｄはダイバシティー。
ロータリーはあらゆる背景を持つ人や幅広い文化、
経験、アイデンティティーの人を歓迎します。Ｅは
エクイティー。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。Ｉはイン
クルージョン。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。
　私たちはロータリーの基本を大切にし、世界で、
地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良
い変化を生むために、人々が手を取り合って行動す
る世界を目指しています。
【重点活動方針の２】活力ある輝くクラブづくりを目
指しましょう
　クラブがより強固に活力一杯に輝くためには、ま
ずロータリアン自らが生業を充実させ、家族と従業
員を守ること、自身の職業を通じた「職業奉仕」に
邁進することです。また、ロータリーの最大の魅力
は異業種交流としてのこのような「例会出席」であ
り、出席から生まれるロータリアン同士の友情です。
あらゆるロータリー活動の主役は、一つ一つのクラ
ブであり、お一人お一人のロータリアンであります。
今こそ、日本のロータリークラブが培ってきた「職
業奉仕」や「例会出席」を大切にし、「活力と輝き」
のあるクラブづくりを目指しましょう。
【重点活動方針の３】新しい環境に適応しましょう
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各クラブ
が感染防止を徹底し、日常のクラブ活動を維持する
ために努力されていることに敬意と感謝を申し上げ
ます。本年度のガバナー公式訪問、地区行事、地区
大会や公式行事の開催方法はコロナ発生以前の状態
に戻す予定ですが、今後の感染拡大による緊急事態
宣言や対応方針など重点措置の再発令になった場
合、新しい環境に適応したハイブリッド開催および
オンライン開催を行いたいと思っております。

　以上、三つの地区重点活動方針をお伝えしました。
　新型コロナウイルス感染症の影響は、医療、経済
活動にとどまらず、日々の生活、働き方、教育、文
化、スポーツ、地域社会に至るまであらゆる分野に
及んでおり、私たちの日常を変えました。とりわけ、
テレワークやオンライン例会等をはじめ、ＩＣＴや
デジタル技術の活用が格段に進み、私たちは新しい
生活様式に適応することが求められております。
　その一方で、リモートやバーチャルではなく、直
接触れるこのような「リアル」には格別の感動と魅
力があること、当たり前であった人と人の絆や地域
社会とのつながりが、極めて貴重であると強く認識
されました。私たちロータリアンは、こうしたコロナ
禍での変化や気づきを踏まえて、地域社会の一人
一人の活躍につながる社会を再構築していくことが
必要です。そして、コロナ終息後は、単に新型コロ
ナウイルス感染症が確認された以前のロータリー活
動に戻るのではなく、コロナ禍を機にさらに成長を
遂げ、飛躍したロータリー活動を目指さなくてはな
りません。
　最後になりますが、私は、ロータリーの主役はあ
くまでも各地のロータリークラブとロータリアンお一
人お一人と考えております。日本のロータリークラ
ブが培ってきた「奉仕と親睦」「例会出席」を大切
にして、クラブの主体性の下にクラブの個性を明確
にし、誰もが憧れるロータリークラブを創造しましょ
う。皆さま、銀行のＡＴＭはもちろんご存じだと思
いますが、私の「ＡＴＭ」は、Ａは明るく、Ｔは楽
しく、Ｍは前向きに
です。クラブ会員の
皆さま全員が、「活
力と輝き」のあるロー
タリーライフを継続
されますことを心か
らご祈念申し上げて、
私のアドレスとさせ
ていただきます。
　本日はお話を聴い
ていただき、誠にあ
りがとうございまし
た。

ニコニコ箱…49,000 円　累計　730,000 円

・�国際ロータリー第 2650 地区　武生府中RC、武生
RC合同例会訪問を自祝して
� 【馬場益弘ガバナー】【谷内弘照幹事長】
� 【貴志英生ガバナー補佐】

馬場益弘ガバナーの公式訪問に敬意を表しまして、出
席者全員からいただきました。　　


