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2020 年 9 月 8 日（晴れ）第 9 回例会

会員数 120 名

森本敬三ガバナー公式訪問
点
鐘
渡邉 有規会長
司
会
副ＳＡＡ 宇野会員
◇ロータリーソング コロナ感染防止のため割愛
◇本日のランチ 持ち帰り弁当

ビジター紹介

倉井会長エレクト

◇来訪ロータリアン
２名（２クラブ） 累計 26,575 名
ＲＩ第 2550 地区ガバナー
森本敬三 様（大田原中央ＲＣ )
ＲＩ第 2550 地区第３グループＢガバナー補佐
湯澤敦史 様（宇都宮さつきＲＣ）
◇宇都宮東ロータリークラブ夫人の会
会長 横堀清美 様
幹事 渡邉敦美 様
◇米山記念奨学生 ソク ピセット君
テット チャンソティア君
会長挨拶
渡邉（有）会長
皆様、こんにちは。九州では台風１０号の被害
も多く、また、日本各地でゲリラ豪雨も多発して
おります。９月になっても大変に暑いですが、本
日は、ガバナー公式訪問の例会です。大変にお忙
しい中、そして、新型コロナの影響が大きい中、
森本敬三ガバナーにお越しをいただきました。あ
りがとうございます。また、ガバナー補佐、湯澤
様、先日もありがとうございました。
森本ガバナーには、昨年、ＲＬＩセミナーで大
変お世話になりました。また、昨年、私がロータ
リー財団委員長の時、１１月５日の例会にお越し
をいただき、「ロータリー財団の仕組み」という
題にて卓話をいただきました。ありがとうござい
ました。昨年はガバナーエレクトとして活躍をさ
れておられましたが、本年３月頃より、新型コロ
ナの影響に本当にご苦労された事と思っておりま

列席多数

す。会長エレクト研修セミナー、地区研修・協議
会、国際大会まで、動画配信、ズームによる参加
で、大変なご決断がいったと思いますが、その決
断には、誠に敬意を表します。森本ガバナーの決
断実行のおかげで、私たちも新たな危機感を持っ
て、多くの決断が出来ました。本来ですと、ガバ
ナー公式訪問には、例会講話は無いものとされて
おりましたが、今回は、直々にお願いさせていた
だきまして卓話をいただくこととなりました。ご
配慮感謝申し上げます。
森本ガバナー、そして、湯澤ガバナー補佐、本
日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。
◇バナーの交換
森本ガバナー＆渡邉（有）会長

◇花束の贈呈
横堀夫人の会会長から森本ガバナーへ
◇奨学金の授与
米山記念奨学生 ソク ピセット君
テット チャンソティア君

幹事報告

田原

聖幹事

◇例会終了後、第３回クラブ協議会を森本ガバ
ナー、湯澤ガバナー補佐、渡邉会長、私の４名
で但馬にて行います。
◇本日１８時３０分～ ホテルニューイタヤにて
渡邉年度第３回定例理事会開催。
◇来週９月１５日例会は夜間例会。卓話者：福田
知事。

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
岡田幹事
森本敬三ガバナー
コロナ禍の中ですが、本日はよろしくお願
い致します。
湯澤敦史ガバナー補佐
本日のガバナー公式訪問、お迎えいただき
ましてありがとうございます。宜しくお願い
致します。
渡邉有規会長・田原聖幹事
森本ガバナー、湯澤ガバナー補佐、お暑い
中ガバナー公式訪問を誠にありがとうござい
ます。
太城敏之パストガバナー
森本ガバナー、ようこそ訪問下さいました。
又、先日の2550地区ゴルフ選手権では大田原
中央ロータリークラブ共々お世話になりまし
た。ありがとうございました。
◇出席委員会
原委員長
＜皆出席表彰・８月分＞
連続３０年 塚田 宗雄会員
通算２９年 羽石 光臣会員
連続 ４年 金子
剛会員
連続 ３年 小林 弘治会員

卓話

ガバナーアドレス
ＲＩ第 2550 地区ガバナー 森本敬三 様
皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願い
いたします。今年、国際協議会から帰ってきまし
たらこのようなコロナの状況で、今まで川嶋ガバ
ナーの背中をみて、その後をトレースしていけば
良いのかな、と思っていた矢先に全てが土台から
壊れてしまい、再構築し直し、皆様には大変ご迷
惑をおかけしたことと思います。ただ、私は、こ
のロータリーの会合がクラスターになってはいけ
ないという強い思いがあり、非常に変則的ではご
ざいますが、地区内の公式訪問を行わせていただ
いているところでございます。
まず、お話ししなければいけないのは、今年
度のＲＩ会長、ホルガー・クナーク会長のメッ

セージです。テーマは「ロータリーは機会の扉を
開く」です。国際ロータリーが誕生して１１５
年、日本に東京のロータリークラブが誕生して１
００年です。この節目の年にあって、ロータリー
が１００年前とは違う、社会の構造、経済の成り
立ちも１００年前とは違う、ロータリーが少し変
わっていきますよ、ということは以前から皆様
方に発表していると思います。第一に、
「ロータ
リーの綱領」が「ロータリーの目的」に変わった
のは皆様もご存知の事と思います。そして、ロー
タリーの中核的価値観である、親睦、奉仕、高潔
性、リーダーシップ、多様性という価値観を、皆
様と共有していくことが始まっています。
そういった中で「ロータリーは世界を変える行
動人」というスローガンが出され、そのスローガ
ンに則って、昨年、ビジョン声明（私たちは世界
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ます。
）が発表されました。
今後５年間に渡ってこのビジョン声明に則って、
世界１２０万人余のロータリアン、３万６０００
余のクラブが行動していただきたい、ということ
でございます。ロータリーは単年度主義だよ、と
教わってきたと思いますので、今までには考えら
れないことだと思います。戦略的優先項目として
４つの優先事項である行動計画「より大きなイン
パクトをもたらす」
「参加者の基盤を広げる」
「参
加者の積極的なかかわりを促す」
「適応力を高め
る」を今後５年間、取り組んでいただきたいとい
うことです。是非クラブの５年後のビジョンを描
いていただければと思います。
今年度、大きく変わったことが一つございます。
７月１日からローターアクトクラブが独立したと
いう形です。定款・細則が新たに施行されまし
た。東クラブさんには２つのローターアクトクラ
ブ、当地区では４つのローターアクトクラブがあ
ります。今年度のテーマとバッチのカラーについ
て、国際協議会の研修リーダーから聞いた話です
が、クランベリーカラーはローターアクトのシン
ボルカラーで、ゴールド（黄色）とブルーはロー
タリーのシンボルカラーだそうです。これは、世
界を変える行動人としてのロータリーの行動を形
として、ドアを開いた、一歩踏み出す、と表現し
たものだと思っております。地区では、ローター
アクトクラブの７月１日より施行された定款・細
則に則って、皆さんとともに考えていかなければ
いけないと思いますし、ローターアクトの青年達
を育てていかなければいけないと思っています。
世界を変える行動人として、ロータリアンの行
動規範が発表されています。
１．個人として、また事業において、高潔さと高
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い倫理基準をもって行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、相手とそ
の職業に対して尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを
導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、
地域社会や世界中の人びとの生活の質を高め
る。
４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落
とすような言動は避ける。
５．ロータリーの会合、行事、および活動におい
てハラスメントのない環境を維持することを
支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、
ハラスメントを報告した人への報復が起こら
ないよう確認する。」
これがロータリアンの行動規範ということです
ので、是非、覚えていただければと思います。
また、皆様すでにご存知のことと思いますが、
８月２５日、ＷＨＯ（世界保健機関）はアフリカ
大陸で野生株によるポリオの発症が０と発表しま
した。１９８５年からロータリアンが３５年の長
きにわたって取り組んできたポリオプラス、後残
すところはアフガニスタンとパキンスタンの２
カ国です。２カ国の政府も懸命に取り組み、ま
た、６つの団体がＧＰＥＩ（世界ポリオ根絶推進
活動）を支え、ロータリーのポリオプラスに大き
な貢献をしているということでございます。国際
ロータリーはポリオの感染が０にならなければ他
のプログラムを行わないということを約束してい
ます。天然痘に次いで、このポリオウイルスの根
絶という偉業があと少し、目の前にようやくたど
りついたのかなと思います。
今年度、皆様にお願いしているのが、マイロー
タリーへの登録です。インターネットを通じての
情報の受け取りを是非、お願いしたいと思います。
そして、クラブセントラル、これは、会長、幹事、
そして五大奉仕の委員長が主な活躍の場になろう
かと思いますが、クラブセントラルに登録してい
ただくことをお願いしたいと思います。２年、３
年、４年と、データが重なっていきますと、クラ
ブの活動の見える化、年度を通じた活動の動きが
目で確認できるということになりますので、是非、

お願いしたいと思います。
また、今年度、米山記念奨学会への支援の目
標は１９，０００円にさせていただいております。
是非、お願いいたします。
今年度、ロータリーの友が新しくリニューアル
されました。地区の鈴木パストガバナーがロータ
リーの友の委員長をしておりまして、随分変わりま
した。紙面にポール・ハリスのマンガがあり、その
ＱＲコードを読み取っていただくと、アニメの動画
として見ることができます。デジタルとアナログが
うまく結合されているようになっています。世界的
なロータリーの動きはマイロータリーから、日本の
ロータリーの活動はロータリーの友から得る、２本
立てで情報収集していただけると、ロータリーの動
きが見えるのではないかと思います。
本日は、限られた時間ではございましたが、皆
様とお会い出来て、嬉しい気持ちで一杯でござい
ます。是非、ご健康に留意していただき、世界を
変える行動人としてロータリーの発展のために、
また、自らの事業の発展のために、ご活躍いただ
ければと思います。本日はどうもありがとうござ
いました。
◇謝辞
◇点鐘

渡邉（有）会長
渡邉（有）会長

クラブ協議会（第３回）
会場 ホテルニューイタヤ 但馬
出席者
森本敬三ガバナー、湯澤敦史ガバナー補佐、
渡邉有規会長、田原聖幹事
森本ガバナーより「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙへの登
録などのデジタル化を図っていただきたい。ぜひ
ロータリー賞へ挑戦して頂きたい。五大奉仕委員
会の積極的な活動をお願いしたい。
」とのお話を
頂きました。
※今年度は、新型コロナウイルスの対応として、
４名のみでの協議会となりました。
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