
第 3214 回　例 会 記 録　令和 4 年 5 月 10 日（火）

会長挨拶　第 68 代会長　野田義弘　　 

本日出席会員 35 名
メークアップ（前々回）6 名
出席率（前々回補正）　77.08%
「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

　皆さんこんにちは。長いゴールデン
ウィークいかがお過ごしでしたか？
　ここにおられる3分の1の人は、
毎日日曜日でゴールデンウィークも
へったくれもなかったと思います。私
の場合は、子供たちは温泉に、嫁さ

んは富山に行ったと思ったら、娘をつれて名古屋にコンサー
トへ十分に満喫したみたいです。残された私は、2匹の犬の
散歩や、お世話していただけで終わってしまいました。仕事
しているとあっという間に1日が過ぎるのに、なんと毎日が長
く感じたゴールデンウィークでした。

会員総数
50 名

プログラム　　4/10 ㈰　13:00〜16:15  於京都国際会館

地区研修・協議会報告� 宇野賢治会員
クラブ管理運営グループ
地区委員会活動計画　RLI 委員会
＜活動計画の基本方針＞
昨年度は、新型コロナ対策を踏まえ、

地区RLI 研修は、リモート開催とせざるを得ませんでし
た。今年度は、感染対策に留意し、リアルでの開催を目
指し、参加者が安心して参加できる、ハイブリッドでの
研修も検討し、ディスカッションリーダー研修会、地区
RLI 研修会、卒後コースを開催したいと考えます。
1．�ディスカッションリーダー研修会を、講師を迎え、
開催します。(2022 年７月 )

2．�地区RLI研修パートⅠ(2022年9月)、パートⅡ(2022
年 12 月 )、パートⅢ (2023 年 1 月 ) 及び、卒後コー
ス (2023 年 5月 ) を開催します。

3．�RLI への理解を深めていただくため、希望クラブへ
の卓話訪問を行います。

規則・手続委員会　＜活動計画の基本方針＞
１）�当委員会の基本的役割は、地区の組織規程を含め指

名並びに選挙、その他の事柄に対しガバナーの意向
に沿って調査・研究を行い、求められれば助言・支
援することである。

２）�毎年開催の「RI 決議審査会」、３年に一度開催の「RI
規定審議会」に関する地区内における募集、審査、

RI への提出の諸手続きを行う。
３）�2022 年規定審議会報告会（2022 年 5月 21 日（土）

10時～ 11時 30 分）Zoom
４）�2023 年決議審議会提出議案募集開始 9月 1日　締

め切り 2023 年 1月 13 日（案）
５）�上記１）２）に関連し、各クラブにおける対応、定款・

細則の変更の状況等について必要に応じてアンケート調
査、分析等を行い、その結果を各クラブへ情報提供する。

ロータリー情報委員会　＜活動計画の基本方針＞
1．�IM 時に「新会員セミナー」を開催する。（入会１年
未満のロータリアン対象）

　��2022 年 10 月 29 日（土）ＩＭ第 6組（福井）にて
2．�地区大会時に「新会員セミナー」を開催する。（入会
3年未満のロータリアン対象）

　��2023 年 4月 9日（日）地区大会（滋賀）にて
3．�年 1回、「ロータリー情報委員長協議会」を開催する。
（クラブロータリー情報委員長対象）

新会員に対して、ロータリアンとしての自覚と楽しさを伝える。
※�ロータリーを正しく理解する場「新会員セミナー」を
提供し、学んでもらう。
新会員に対するインフォメーションの各クラブ間の格差をなくす。

※�各クラブロータリー情報委員長を出席対象とした「ロータ
リー情報委員長協議会」を年１回開催し、意見交換する。

地区研修に参加して� 上野　巌会員
　全体会のあとの公共イメージ・会員
増強拡大分科会に出席しました。
2014-2015中川パストガバナーからの説明

　会員数が減って、地域への奉仕が出来なくなってきた。
　当時、ガバナーになった時にロータリーの合併について
研究した。そこで、大阪御堂筋本町ロータリー例会は日航
ホテル最上階で行われビジターは4,500円という事でした。
合併の話を進めたが、1年目はけんもほろろに断られた。
　2年後は合併を受け入れてくれた。
大阪みおつくしロータリー
　例会は午後 2時 30 分～ 3時 30 分で中の島大阪大学
研究棟 8階で行いビジター登録料は 2,000 円でした。
　作家、芸術家などが主な会員でコーヒー、紅茶、クッ
キーでグランドピアノの演奏があると言う事でした。
　ロータリーを退会した。ロータリーにいなくても奉仕活動ができる。
　ロータリーに入会するには何かしメリットがあるのでしょうか。
　京都南ロータリー半期会費 16 万 8 千円で会員数は
243 名、16 名～ 20 名が退会しているので、毎年 20 名
近くが入会しないと持たない。
　自らのアイデンティティを作る。他のクラブより自ら
のクラブを考えないといけない。
　1本の箸は簡単に折れるが 10本の箸は折れない。
会員を増やすだけでなく、魅力あるクラブを考えなくてはいけない。
感想
2650地区で最大の人数の京都南ロータリーでの会員増強
の問題と武生ロータリーの会員増強の問題点は少し違うよう
な気がしました。これはあくまでも私個人の見解ですが。
　魅力あるロータリークラブにするにはと簡単に言いますが、
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5月　誕生日お祝い　　　･･･7名
谷　尾　榮　一� 82才
河　合　敏　一� 80才
内　藤　義　介� 80才
有　定　静　子� 80才
吉　田　登喜男� 70才
三田村　士　郎� 68才
田　中　大　成� 63才

5月　結婚記念日お祝い　･･･7名
小林　幸一・純　子� 57年
谷尾　榮一・祐岐江� 55年
渡辺　岳史・アレキサンドラ� 36年
橋本　勝利・知永子� 30年
木下　仁史・まゆみ� 29年
鎌谷　孝之・葉　子� 26年
宇野　賢治・靖　子� 24年

新入会員紹介

鷲田　文枝（わしだ　ふみえ）さん
生年月日／昭和37年3月4日
職業分類／衣料販売
事業所／ワークマン武生店　副店長
家族／夫、子供2人、父、母
推薦者／西本　久美子

林　豊和（はやし　とよかず）さん
生年月日／昭和42年4月3日
職業分類／証券業
事業所／みずほ証券㈱　福井支店　支店長
家族／妻、子供2人
推薦者／内藤　義介

前田　武彦（まえだ　たけひこ）さん
生年月日／昭和53年9月28日
職業分類／建築材料販売
事業所／北陸ウィンドウ㈲　代表取締役
家族／妻、子供4人、父、母
推薦者／三田村　久光

本日（5月 17日）例会 5月 24日 5月 31日 6月 7日

夜間例会
武生府中RCとの懇親例会
18：00～　うおとめ

炉辺会合報告
RYLA報告

田中建設株式会社
西村　拓海氏

第一例会行事
新入会員卓話
杉本　正一会員
河合　洋典会員

会員記事

報告事項

ニコニコ箱…58,000 円　累計　1,014,000 円

・林さん、前田さん、鷲田さん、ようこそロータリーへ。� 【野田義弘】
・結婚記念日自祝� 【小林幸一】【橋本勝利】
・�誕生日自祝　林さんの入会紹介をさせていただきます。
� 【内藤義介】

・誕生日自祝　80才になりました。� 【河合敏一】
・誕生日自祝� 【田中大成】
・�娘の格好良い姿が新聞のスポーツ欄に載りました。あ
りがとうございました。� 【三村昌之】

・鷲田さんようこそロータリークラブへ� 【河嶋　一】
・元気で参加できました。� 【森上節子】
・�結婚記念日自祝　ありがとうございます。ちょっと早
退します。� 【井上常宏】

・�鷲田さん、林さん、前田さん入会おめでとうございます。申し訳
ございませんが、本日早退させていただきます。� 【矢尾主成】
・結婚記念日自祝　本日発表させていただきます。� 【宇野賢治】
・新入会員の皆様、入会おめでとうございます。�【三田村久光】
・�本日欠席させていただきます。鷲田さんのご紹介がで
きなくて申し訳ございません。� 【西本久美子】

・誕生日自祝　今月が誕生日です。健康に感謝します。�【有定静子】
・�鷲田さん、林さん、前田さん、入会おめでとうございます。
先日はつたない情報伝達で失礼いたしました。今後と
もよろしくお願いします。� 【市川隆成】

・ちょっと� 【桶谷三枝子】
・結婚記念日自祝　幾多の危機を乗り越えました。� 【渡辺岳史】
・�本日から入会させていただきます。よろしくお願いい
たします。� 【前田武彦】

・�この度、武生ロータリークラブに入会させていただきまし
た。ロータリーの基本理念をよく理解し、会長の基本運営
に沿って活動していく所存です。皆様のご指導の程、よろ
しくお願いいたします。� 【鷲田文枝】

魅力あるとはそれぞれ個人差があり、思いが違うので中々魅
力あるロータリークラブにするのは大変だなと思いました。

� 柿谷好彦会員
　出席者（予定者）は、河嶋会長エレクト、
公共イメージ委員長　上野会員、奉仕プロジェ
クト委員長　西野会員、クラブ管理運営委員長　

宇野賢治会員の代理で橋本会員　計５人で参加致しました。
　13：00より、馬場ガバナーの点鐘と開会宣言で始まり、馬場
ガバナー挨拶、地区役員・ガバナー補佐・地区委員長の紹介があり、
　次年度「RI会長テーマと重点項目・地区スローガンと方
針」を尾賀ガバナーエレクトによる、説明がありました。
　次年度のRIジェニファージョーンズ会長のテーマは、「イマジン
（想像）」です。その一説から、「想像して下さい。私達がベストを
尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をも
たらせると知っています。昨日のことをイマジン（想像）する人は
いません。それは未来を描くことです。やさしさ、希望、愛、平和
を想像して下さい。だからこそ、「イマジンロータリー」がテーマです。
　それから、尾賀ガバナーエレクトの地区スローガンは、
「感動、感激、そして感謝」です。メンバーそれぞれが
自分の居場所を明確にし、その居場所を通じて奉仕を実
践しましょう。そして、感動、感激、そして感謝いっぱ
いの楽しいライフストーリーを作って行きましょう。
また、特別講話としまして、パストガバナー、元 RI 理事
の千さんの講話「共にロータリー」のテーマでありました。
続きまして、地区予算の説明、公式訪問、ガバナー月信に
ついて説明がありまして、全体会議を終了しました。
　その後は、分化会に別れまして、（５分科会、5会場）
それぞれの内容で９０分間行われました。
　会長、幹事グループ分科会1では、「2022-23年度　国際ロータ
リー年次目標」の、検討すべき３つのポイントの説明がありました。
・「参加者の基盤を広げる」
⇒新しい革新的なクラブや参加を促す経路を新設し、発展させる
・「参加者の積極的なかかわりを促す」
⇒�特にロータリークラブ、ロータアクトクラブ、インター
アクトクラブのすべての参加者の連携を深める

・「適応力を高める」
⇒�ロータリーファミリーのすべてのリーダーシップレベ
ルで、　多様性、公平さ、インクルージョンが実現で
きるよう取り組みを　強化する。


