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２０２２年（令和４年）  ９月２２日 (木)  くもり  第２７４０回（当年度第  ９回）例会 
岩倉 RC 第１９９８回  愛知 REC 第３５８回 

                    
点 鐘                 会長  冨永 典夫君 

司 会                 ＳＡＡ  片平 博己君 

国歌斉唱                       「君が代」 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

ゲスト及ビジター紹介 

 
国際ロータリークラブ第２７６０地区 

２０２２-２０２３年度ガバナー 篭橋 美久様 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 

会長挨拶 

 
本日は２０２２～２０２３年度第２７６０地区篭橋美久ガ

バナー、岩月雅章地区幹事をお迎えして岩倉・愛知Ｅク

ラブ・江南のガバナー公式訪問３クラブ合同例会です。

ホストを務めます江南ロータリークラブ冨永典夫が３ク

ラブを代表して会長挨拶をさせていただきます。     

 篭橋ガバナー、岩月地区幹事におかれましては私ど

もの合同例会に出席いただき心から歓迎申し上げます。

また、岩倉、愛知Ｅクラブの皆様には、江南ロータリーク

ラブの例会場にお運びくださいましてありがとうございま

す。例年ですと５クラブ合同の例会でホテルでの開催で

ございましたが３クラブ合同例会となりここでの開催とな

りました。不行き届きの点は多々有ろうかと思いますが

ご容赦願います。午前中はガバナー、地区幹事と私た

ち会長幹事で有意義な会議を持ちました。ガバナーの

活動方針で地域社会に役立つクラブになろうとあります。

地域社会が求めていること、我々に出来る事をいろいろ

な人々との繋がりの中から見つけていきたいと考えます。

ロータリーを学ぼう、これは、本年度の私の重点目標の

一つであります。ロータリーを知り、地域を知り活動して

行きたいと思います。本日はガバナーの卓話がござい

ます。今後の活動のヒントとなります様、しっかり拝聴致

したいと思います。本日は宜しくお願い致します。  

 

幹事報告  -別紙-         幹事  岩田 進市君 

出席報告                 委員  木本 寛君 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

４６名 ３６名 １０名 ８５．７１％ 

 

ニコボックス                  委員  木本 寛君 

〇国際ロータリー第２７６０地区 

篭橋美久ガバナーをお迎えする喜び。 

冨永 典夫、南村 朋幸、岩田 進市、駒田 洋平 

 各君 

〇国際ロータリー第２７６０地区 

篭橋美久ガバナーをお迎えする喜び。 

伊藤 鶴𠮷、森 弘好、倉知 正憲、川崎 良一、 

庄田 元久、古田 嘉且、杉浦 賢二、堀尾 庄一、 
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伊藤 靖祐、沢田 昌久、片平 博己、岩田 静夫、 

杦本 哲一、猪子 明、長瀬 晴義、波多野 智章、 

中村 耕司、富田 清孝、加藤 義晴、木本 寛、 

尾関 育良、濱島 総一郎、近藤 道麿、三輪 慎一郎 

伊藤 かね子 

各君 

ガバナー 篭橋 美久様、地区幹事 岩月 雅章様 

 

ガバナー紹介 

 
愛知 REC会長 山下 惟人様 

卓 話 

 
国際ロータリークラブ第２７６０地区 

２０２２-２０２３年度ガバナー 篭橋 美久様 

 

 
本日は、江南ロータリークラブがホストとして、岩倉ロ

ータリークラブ、愛知ロータリーEクラブとの合同例会

が開催され、出席させて頂きました。 

只今より、RI会長テーマはじめ地区方針を説明させて

頂きます。  

国際ロータリーで初めての女性会長が誕生しました。 

名前：ジェニファー・ジョーンズ 

所属クラブ名：ウィンザー・ローズランド RC１９９６年入

会 

今年度の RI会長テーマを世界に向けて発信されまし

た。「私たちがベストを尽くせる世界を。想像してみてく

ださい。」と提唱されました。『イマジン・ロータリー』であ

ります。 

この想像とは、ロータリーの変革の時代に入り、「未来

を設計してみてください」と解釈しました。我々一人一人

にロータリーの将来を委ねられました。 

これらのテーマに沿った形で、地区方針をださして頂き

ました。 

 
『未来を描こう、笑顔でつなごう』 ～一人一人のチャレ

ンジを力に！ 変化に対応できるクラブを目指して～を

地区方針としました。私達の取り巻く社会環境が刻一刻

と変化しています。これに対応することがより一層求め

られています。更なる高みを目指し、よりインパクトのあ

る活動を展開しなければならないと考えます。 

 
 

そのためには、今の時代に即した改革が必要です。未

来を想像し、近隣クラブやロータリアンが知恵を出し合

いながら一丸となって活動して参りましょう。 

また、重点分野に環境分野が加わり 2年目になりまし
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た。 

益々、環境分野の重要性が増して参りました。 

環境問題は、私たちの生活環境に大きな影響を及ぼ

し、将来を担う子供たちのかけがえのない未来を奪うも

のであると理解していなければなりません。 

私たちの出来ることから取り組みを始めましょう。 

 
次に『D E I』を説明します。この『D・E・I』はロータリーの

基本方針とし、活動して参ります。 

これは、全ての人にロータリー活動の機会を与えるとと

もに、全てのロータリアンが世界平和を目指し、社会・組

織の中で必要且つ尊敬される活動人であることを基本

とします。   このことを会員一人一人が意識を持って

実践すれば、「目的意識と熱意が生み出され、クラブの

魅力をさらに向上させられる」と強く信じています。 

これらの多様性について考えなければならない時代が

すぐそこまで来ていると思います。外国人労働者が増え、

外国人経営者、国内女性経営者、大企業の女性管理

職の人口も増え続け経済社会の労働環境も変化すると

考えます。まさに変革の時代の到来です。 

従って、これらを採り入れながら進めたいと考えており

ます。 

 

 
ロータリーは、今や地域社会や国際社会において必要

不可欠な存在となり、その役割をさらに発揮していくた

め、より革新的かつ柔軟な活動体制を構築していく必要

があります。 

また、奉仕活動の本質は、「笑顔になること」と思ってい

ます。活動した結果、みんなが笑顔になり、一人でも多

くの人たちを笑顔にしていく事が大切です。さらに多くの

笑顔に溢れた未来を実現していきましょう。 

 
続いてクラブのサポートを強化してまいります。 

地区委員会は、クラブ活動に必要な情報を提供し、とも

に活動させて頂きます。 

皆さんと共に活動するためには、セミナー開催時に出来

る限り、ワークショップ方式を取り入れ対話型・参加型に

して頂きたい。又、例会時に活動発表を必ず行なって頂

き全会員に知らせましょう。 

去る７月８日（金）にクラブ活性化セミナーを開催し、ワ

ークショップ型にて開催させて頂きました。参加された皆

さんより多くのご意見、提案等を頂き、今後の運営の参

考にさせて頂きたいと思っています。 

このクラブの活性化とは、明るい・楽しい・地域社会から

頼られる魅力あるクラブ造りであります。 

・地域社会に目を向けた活動を通じてクラブとの友好関

係を促進。 

・隣接クラブの活動状況を知ると共に、クラブ間の共同

奉仕活動・意見交流を通じコミュニケーションを図って頂

きたいと思います。 
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・新会員の研修を通じて、新しい考え方を取り入れなが

ら、開放的で明るい楽しい雰囲気づくりを行いましょう。 

ロータリー活動体制の基本はクラブ主体であります。ク

ラブの活性化がロータリーの発展に繋がります。   

 
続いて行動計画に移ります。  

 まずは、【より大きなインパクトをもたらす】です。 

インパクトのある奉仕活動を実施しよう   

 ・近隣クラブとの共同事業の推進を行いましょう。 

・地域社会のリーダーと協力し、地元のニーズを知り手

助けをしましょう。 

・海洋プラスチックごみを減少させるための活動を始め

ましょう。 

 
次に【ポリオ根絶への貢献】です。今年度は、世界で 29

件の発症が発表されました。あと少しです。根絶に向け

て、協力しましょう。 

恒久基金 150＄/人、ポリオ 30＄/人をお願いします。 

10 月 25 日 ポリオチャリティーゴルフを実施し、ガバナ

ー車にポリオの根絶に向けてのラッピングを施し、各ク

ラブ訪問時に利用させて頂きます。 

【参加者の基盤を広げる】 

 
会員の増強をしよう 

・ロータリークラブの足腰を強くするためには、会員を増

やし強い理念に基づいて活動することが必要かと思い

ます。 

女性の入会の促進・若者の入会の促進(主に学友、ロ

ーターアクター、米山奨学生から)図って頂きたい。 

目標は地区全体で５，０００名を目標とします。女性会員

を６％から８％へ。 

・ロータリーファミリーとの連携強化を図り、ロータリアン

との奉仕プロジェクトの推進を図ります。 

 米山記念奨学学友、青少年学友との連携強化を図り

ます。 

提唱クラブとローターアクターとの奉仕活動の参加を促

進し、自立、自営を目指します。このための初年度とし

ます。 

 
【参加者の積極的なかかわりを促す】 

 地域社会に役立つクラブになろう  魅力あるクラブへ 

 ・地域社会へアピールするため、ホームページの活用

を考え、見直しも図りましょう。        

 ・あらゆる人が参加できる組織、公平で、開放的なクラ

ブをめざし、地域社会との繋がりを重視しましょう。 

 
【適応力を高める】 

My ROTAR に登録し、クラブセントラルに年間目標を提

示し、目標に向かって進んで参りましょう   変化に対応

できるクラブへ 

 ・リモート会議の導入を図り、効率的な且つ会員への

サービス向上を(SNSを利用したハイブリット形式)。 

 ・新しい活動をみんなで行動しましょう。 

 ・新しい活動方法を研究し、クラブ間との共同事業を

促進しましょう。 
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ロータリー賞、ガバナー特別賞へチャレンジしてください。 

 
地区大会の開催は２０２２年１１月１２日（土）１３日（日）

に行います。 

この大会は、ロータリアンみんなの大会です。みんなで

成功させよう 。 

 
第１０回ワールド・フード+ふれ愛フェスタ(WFF) 第１０回

目の大きな節目です。 

開催 ２０２３年４月１５日（土）１６日（日）エディオン久屋

広場にて行います。 

 
今年度の国際大会は、メルボルンにて２０２３年５月２７

日（土）～３１日（水）に開催されます。当地区のイベント

として、ガバナーナイトを設営します。多くの会員の皆さ

んの参加をお待ちしています。 

 

 
最後にアーチ・クランフ 曰くをご紹介します。 

 『ロータリーは後退することもなければ、歩みを止める

こともない。ロータリーは前進しなければならない。』 

皆さんの活動を心より祈念申し上げ私の方針説明とさ

せて頂きます。 

 

お 礼 の 言 葉                 

 
 岩倉ＲＣ会長 浅野 勝美様 

 皆様こんにちは。本日は、ガバナーをお迎えしての３R

C 合同例会、とても有意義に過ごさせて頂きました。有

難う御座います。 

篭橋ガバナーの地区方針は、未来を描こう、笑顔でつ

なごう です。一人一人のチャレンジを力に！ 変化に

対応できるクラブつくりを目指して、 
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となっております。大変力強く受け止められたのは、私

だけではないと思います。ガバナーの卓話をお聞きし、

地区方針がより具体的なものになりました。 

どんな状況の中でも、積極的に物事に対応し、一人一

人が形のあるものにしてゆかなければいけません。さし

あたり、当クラブで言える事は、会員増強です。しかしな

がら、会員の減少、と言う変化に対応が出来ておりませ

ん。それでも私は、今日この場に出席させて頂き、更な

る底力を与えられました。この力をクラブに持ち帰り、活

動の糧とし、メンバーと共に頑張る所存です。 

本日は、篭橋ガバナー、岩月地区幹事におかれまして

は、お忙しいところをお出でいただき、又、ガバナーには、

貴重な卓話を頂き誠に有難う御座いました。江南クラブ

の皆様には、会場の設営等、ご準備にお骨折りを頂き

有難う御座いました。 

これからもご指導のほどお願い致しまして、お礼の言葉

とさせて頂きます。 

 

点 鐘                 会長  冨永 典夫君 

 

本日の食事 

 
 

会報掲示板 

 
 

 
 

 

 
ガバナー・地区幹事・会長懇談会の様子 

 
ガバナー・地区幹事・会長懇談会の様子 

 
例会会場の様子 

 
例会後の集合写真 

 

写真等がございましたら会報までお知らせください 

（担当 北畑 祐二・佐藤 弘夫） 

 

Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹの登録はこちら 
※初めての方は 

アカウントを作成してください。 

※アカウントがある方は 

 ログインしてご覧ください。 

ROTARY ２７６０ 

アプリダウンロードはこちら 

 


