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【 COVID-19 変異株感染症対策として例会の簡素化を実施しています。
】
点鐘・ソング

感謝状の授受

君が代・奉仕の理想

ロータリー米山記念奨学会より
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欠席会員：岡本会員
会長の時間
本日、阪上栄樹ガバナー様、随行者として宝塚 RC 所属の古川彰治代表幹事様並びに矢野浩臣様を
お迎えし、ガバナー公式訪問クラブ例会が開催されます。本日はよろしくお願い申し上げます。前年
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度は新型コロナの影響で、会長・幹事懇談会のみで公式訪問クラブ例会は中止となり、吉岡前ガバナ
ー様の卓話を拝聴する事ができませんでした。
本年度も開催出来るかどうか心配しておりましたが、無事開催の運びとなりました。今年度の会長
活動方針で述べていますが、阪上ガバナー様の地区活動方針の「共にロータリーを楽しみましょう、
ロータリーの明日に夢を込めて」の方針に基づいて、積極的に、会員のご意見をお聞きしながら、皆
様が楽しみながら、参加して、頂けるような、例会・ログラムにしたいと考えております。
残念ながら新年度に入り当初、新型コロナ第 7 波により、8 月より例会が休止となり、出鼻をくじ
かれました。過去最大の感染者数が続いていましたが、徐々に減少傾向がみられ、約 2 か月の休会で
したが、9 月 30 日からのやっと再開されました。
10 月より会員が１名入会され、コロナ禍の約 3 年の間に入会された 6 名を合わせ計 7 名の方の歓
迎会を 11 月なかばに開催の運びとなりました。12 月のクリスマス家族例会、6 月の最終例会も 2 年
連続中止となりましたが、今年度は何とか開催し、又、クラブ 60 周年記念事業も後半に開催する予
定です。
当クラブはオンライン例会を開催しておりませんがハイブリット例会にて、コロナ感染に心配の方、
どうしても当日の例会に出席出来ない方に対し対応しております。通信環境、通信機器等の整備もこ
の 9 月に完了しました。
本日は阪上ガバナー様、上郡佐用ロータリークラブ会員全員が卓話を楽しみにしております。よろ
しくお願いします。
また、ロータリー米山記念奨学会より、
「2022 年 6 月 30 日付で寄付金累計額 1,000 万円達成クラブ」
として感謝状を頂きました。
幹事報告
〇ガバナー事務所より RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
・パート 1 の開催案内が届いており
ます。
〇当クラブ・ゴルフ同好会の案内
〇例会終了後、玄関にて集合写真を撮影しますのでお集まりください。
各委員会報告
社会奉仕委員会
10/27（木）に上郡町役場玄関にて献血が実施されます。ご都合のつく方は受付協力を宜しくお願
い致します。
ゴルフ同好会
親睦ゴルフ開催案内を回覧しますので、出欠をご記入宜しくお願いします。
審議事項
特になし
本日のプログラム
≪公式訪問≫

卓話要旨

阪上栄樹ガバナー

クラブ会員の皆様
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さて、阪上年度も、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。私は、この年度に向けて、ガバナ
ーノミニー就任以来、ロータリー並びに地区の現状について多くを学ばせて頂きました。地区研修
協議会は 3 年ぶりに対面での開催が出来、今年度のクラブリーダーの皆様には思いをお伝えするこ
とが出来たと思っております。
今年度のジェニファー・ジョーンズ RI 会長は、国際ロータリー119
年の歴史で初めての女性会長です。国際協議会に先駆けて今年度のテー
マ「Imagine Rotary」を発表されました。そして、次のように言われま
した。「今の私たちはロータリーの創設者たちが推進したこと、つまり
ロータリーの中核的価値観、ロータリーの目的、そして 4 つのテストに
根ざしているはずです。これらは私たちがロータリアンであることの根
幹をなす原則です。時代が変わろうとも、この原則はロータリアンにと
って神聖な真実であり続けるのです。」と。「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。
」と締めくくっておられます。
今期の地区運営方針の重点目標には DEI（Diversity, Equity, Inclusion／多様性、公平さ、イン
クルージョン）の理解を深め、地区及びすべてのクラブに浸透させる。というのがございます。こ
の DEI の浸透はロータリーの危機管理と密接に関係しております。是非クラブにも DEI 委員会を
作って頂き、会員の皆様で考える時間を持って頂きたいと思います。
DEI の原則を取り入れることで、会員としての経験を向上させ、同じコミットメントや価値観を
持った人たちを惹きつけ、より大きなインパクトをもたらしていくことが出来るという事です。多
様性、公平さ、インクルージョンを強化するには、ロータリーで開かれたコミュニケーションや互
いに学び合う協同的な環境をつくる必要があります。このような環境では、私たち一人ひとりが励
まされ、価値ある存在であると認識され、それぞれが尊重され、成功と成長のために平等な機会が
与えられます。ロータリーの新しい DEI の行動規範は、私たちの中核的価値観を反映しているだ
けでなく、ロータリー会員が協同的かつ前向きで、健全な環境をみんなのためにつくり、維持して
いく方法を示しています。
今期の地区運営方針の重点目標にはもう一つ、会員増強を推進し、新しいタイプのクラブを創出
する、というのがございます。
当 2680 地区は 7 月初めで、ロータリークラブが 70 クラブ 2522 名です。その内、女性会員の割合
は 4.81％と日本の 34 地区中最低の割合です。誰でも良いという訳ではありませんが、当地区にお
いて増強は喫緊の課題でございます。RI 会長の方針でもありますので、特に女性と若い世代に的を
絞って、会員増強に努めて頂きたいと思います。
最初にも申しましたが、今年度の RI 会長テーマは「Imagine Rotary」です。
このテーマは非常に漠然としておりますが、逆に自由で創造的な活動を示唆していると思いまし
た。そこで、今年度の地区行動指針は

“Let’s

Enjoy

Rotary

‼”

「共にロータリーを楽し

みましょう、ロータリーの明日に夢を込めて」とさせて頂きました。私の決めた今年度の地区行動
指針も漠然としておりますが、思いは地区内全てのロータリアンの思いではないかと思っておりま
す。地区の役割は地区内クラブの支援であります。これからの 1 年、地区内クラブの皆様のお声に
真摯に耳を傾け、ガバナー年度が終わるまで、しっかりとロータリーと向き合って参りたいと思っ
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ております。
お互いに新しい仲間を増やし、奉仕と学びと親睦にと楽しいロータリーライフを過ごしてまいりま
しょう。そして、この年度が実り多い年度となります事を切に願っております。

ニコニコ箱・親睦箱
阪上ガバナー・・・今日は宜しくお願い致します。
江見会長・・・阪上ガバナー様、随行の皆様、本日は宜しくお願いします。
石原幹事・・・阪上ガバナーをお迎えして。
辻

会員・・・阪上ガバナー、古川代表幹事、矢野副幹事をお迎えして。

田村会員・・・阪上ガバナー様、古川地区代表幹事様、矢野副幹事様をお迎えして。
本日は宜しくお願いします。
小林会員・・・祝 ロータリー公式訪問！ 阪上ガバナーをお迎えして！
山本会員・・・阪上ガバナー様一行をお迎えして。
三浦会員・・・ガバナー公式訪問よろしくお願いします。
井口会員・・・ガバナー、古川代表幹事、矢野副幹事をお迎えして。本日宜しくお願いします。
大岩会員・・・阪上ガバナー、古川代表幹事様一年間宜しくご指導ください。お願い致します。
村山会員・・・阪上ガバナー様ようこそ、本日は宜しくお願いします。
大澤会員・・・阪上ガバナー御一行様をお迎えして。
池田会員・・・阪上ガバナー御一行様をお迎えして。
朝来会員・・・阪上ガバナー、古川代表幹事、矢野副幹事をお迎えして。宜しくお願いします。
高見会員・・・阪上ガバナー、古川代表幹事、矢野副幹事をお迎えして。宜しくお願いします。
名田会員・・・本日は阪上ガバナー、古川代表幹事、矢野副幹事どうぞ宜しくお願い致します。
難波会員・・・お客様お迎えして。
深澤会員・・・阪上ガバナー本日はご苦労様です。どうぞよろしくお願いいたします。
寺本会員・・・ガバナー阪上様、地区代表幹事古川様、地区委員会副幹事矢野様をお迎えして。
本日はどうぞ宜しくお願い致します
箸蔵会員・・・阪上ガバナー、古川代表幹事、矢野副幹事をお迎えして。
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裏山も少しずつ紅葉してまいりました。
半田会員・・・阪上ガバナー並びに随行員の皆様ようこそ上郡佐用ロータリークラブへ！
宜しくお願い致します。
宮本会員・・・今日は阪上ガバナー様、ご同行古川様ようこそおいでいただきました。
本日は宜しくお願い申し上げます。
塚崎会員・・・阪上ガバナー御一行様をお迎えして
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