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●今週の例会プログラム 
2022年 8月 25日（木） 第 2528回例会 

   卓話 『ガバナーは何故お見えになるのか』  
青 敬祐 会員    

     船場生涯学習センター 多目的室 1 
 

 

●次回の例会プログラム 
2022年 9月 1日（木） 第 2529回例会 

   ガバナー公式訪問 
   RI2660地区ガバナー 宮里 唯子 様 
        箕面観光ホテル 例会場 

 
 

❖前回例会❖ 

  出席報告 

  
2022 年 8月 18日（木） 第 2527 回例会 
会員数 31名 出席者 20名（出席率 71.42％） 

 
     ●ガバナー補佐訪問 

●クラブ協議会 
     ●入会式 
 

 
❖会長挨拶❖          芝野 弘三郎 

 

 本日はガバナー補佐訪問日ですが、ガバナー補佐に

ついて少しお話したいと存じます。 

 ラーニングセンターから抜粋： 

 ガバナー補佐は、クラブと地区をつなぎ、クラブの

主なサポート役となる重要な役割を担います。 

ガバナー補佐の公式な責務は以下の通りです 

 

・各クラブを定期的に訪問し、クラブの活動、リ 

ソース、機会について協議する。 

・クラブが目標を設定・達成し、課題への解決策 

を見つけ、争いを解決し、会員や財務などの要 

件を満たせるよう支援する。 

・クラブ委員会と地区委員会をつなぐ。 

・成功するためのクラブの能力を見定め、成功に 

向けてクラブリーダーに助言や指導を行う。 

・地区の活動や地区委員会へのクラブの関与を奨 

励する。 

・目標に向けたクラブの進捗をガバナーに随時伝

える。 

・ロータリーの取り組みについて最新情報を常に

把握する。 

・各クラブの状況を後任者に伝える。 

 

 

 先日、神寳ガバナー補佐よりご丁寧にも暑中見舞いの

お葉書を頂戴しました。この場をお借りしてお礼申し上

げます。その中で引用されていました文章を紹介させて

いただきます。 

ビル・ゲイツは、ある雑誌で「生涯の殆どをソフト開

発に打ち込んできたが、今は、世の中に貢献するためマ

イクロソフトを辞め、慈善活動や国際保健に打ち込んで

いる。変化を受け入れて新しいことに挑戦することを恐

れないでください。」と常に挑戦することの大切さを訴

えています。 

ご承知のようにビル・ゲイツはビル＆メリンダ・ゲイ

ツ財団の事業の一つとして、ロータリーのポリオ寄付額

の倍額を寄付しています。また、今回のコロナパンデミ

ックを 2015 年に予言しており、2022 年には収束すると

も予測しているようです。 

このあと、神寳ガバナー補佐と武枝ガバナー補佐エレ

クトとともに、クラブアセンブリー（協議会）を開催い

たします。担当の各委員長の活発な活動発表を期待して

おります。 

 

 

 おしまいに 

本日は道林さんにゴルフに

役立つ健康体操をご披露頂

きました♪ 

【ポイント】肩の可動域！ 
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❖幹事報告❖             木村 知也 

 
8 月の例会  

25 日 卓話 青会員   船場生涯学習センター 
 9 月の例会（箕面観光ホテル お食事あり） 

1 日 ガバナー公式訪問 

8 日 卓話 森田会員、道林会員 

   15 日 吹田市民病院脳神経外科部長 梅垣様 

   22 日 納涼例会 

   29 日 休会(第５週目) 

      
❖ＳＡＡ報告❖            山本 貴雄     

 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：ガバナー補佐、エレクトようこそ！ 

可知新会員 ようこそ！ 

黄堂泰昌会員：神寳ガバナー補佐、ようこそ！ 

庄司修二会員：ガバナー補佐、よろしくお願いします 

高橋太朗会員：神寳ガバナー補佐、武枝ガバナー補佐エレク

ト、 

       ようこそおいでくださいました！ 

木村貞樹会員、西脇悟会員、尾崎夏樹会員、木村知也会員、    

河野優作会員、山根ひとみ会員、山本貴雄会員、西田泰会員、 

道林侑輝会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：ガバナー補佐、ご訪問有難うございます 

片山秀樹会員、芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、庄司修二会

員、 

高橋太朗会員、西脇悟会員、尾崎夏樹会員、河野優作会員、 

山根ひとみ会員、西田泰会員、道林侑輝会員 

ロータリー財団 

上島一彦会員：ガバナー補佐、ご訪問有難うございます 

林たかみ会員、芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、庄司修二会

員、 

高橋太朗会員、西脇悟会員、尾崎夏樹会員、河野優作会員、 

山根ひとみ会員、山本貴雄会員、西田泰会員、道林侑輝会員 

木村知也会員 

ポリオ 

庄司修二会員、高橋太朗会員、西脇悟会員、尾崎夏樹会員、 

西田泰会員、道林侑輝会員 

恒久基金 

高橋太朗会員、西脇悟会員、西田泰会員、道林侑輝会員 

  

 
❖ガバナー補佐・ガバナー補佐エレクト ご紹介❖         

 

 国際ロータリー第２６６０地区 IM 第１組 

 ガバナー補佐     神寳敏夫 様（大阪梅田 RC） 

 ガバナー補佐エレクト 武枝敏之 様（豊中 RC） 

 
❖可知圭樹様 入会式❖           

 

 可知圭樹様の入会式を無事執り行いました。 

可知圭樹会員、どうぞよろしくお願い 

いたします。 

・入会式辞(芝野会長) 

・金色の会員章授与(神寳ガバナー補佐) 

・可知様のご紹介（浦会員） 

・可知様ご挨拶 

 

【入会式辞】   会長 芝野弘三郎 

本日、可知圭樹さんを当クラブの会員として迎え入れる

ことは私たちの名誉であり、喜びであります。可知圭樹さ

んの入会申し込みは、クラブ定款と細則に従い理事役員会

において承認され、本日、箕面ロータリークラブ会員とし

てあなたを受け入れ、世界中のロータリーの親睦に加わっ

ていただきます。 

ロータリーの理想は超我の奉仕であり、ロータリーの目

的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、こ

れを育むことにあります。 

箕面ロータリークラブでの活動が、楽しく有意義なもの

となるよう願って、歓迎の言葉といたします。 

可知圭樹さん、ご入会おめでとうございます。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖クラブ協議会❖ 

 

    会員増強選考委員長       山本 貴雄 

 

  会員増強についてお話をさ

せていただきます。8 月 4 日に

会員増強フォーラムを開催さ

せていただきました。本日は

その内容を纏めてお話させて

いただきます。 

  初めに箕面ロータリークラブの会員数の推移です

が、一時期 23 名まで落ちたところを、今年度は 30 名

でスタートし、本日可知さんが入会され 31 名となりま

した。来月にも入会者 1 名が決まっております。今年
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度は素晴らしいスタートが切れたのではないでしょう

か。次に平均年齢の推移をみると、今はどんどん平均

年齢が下がってきております。普通であれば平均年齢

のグラフは上がっていくはずなので、若い方の入会が

増えているという事であり良いことなのかなと思いま

す。 

先日のフォーラムでは 2660 地区の資料をお借りまし

て皆様に説明し、また、会員増強セミナーでの資料にあ

った他クラブの会員増強の事例をご紹介しました。どう

すれば箕面ロータリークラブに活かせるかということ

をグループに分かれてディスカッションを行いました。

その内容としましては、箕面ロータリークラブの強み、

特色、今後伸ばすべき独自性、仲間にしたい会員の属性・

職業分類などで、最後に具体的な候補者を挙げていただ

きました。 

昨年の増強 は純増+3 名でありましたが、浦前会長の  

リーダーシップの下で、年 3 回のゲストデーを作りまし

た。例会に外部講師を招いて 10 名前後のゲストを招待

し、続けて 同じゲストを第 2 回目、第 3 回目とお呼び

して最後にクロージングをしてご入会いただくという

流れがありましたので、今年度も引き続きゲストを招く

ようなイベントを定期的に開催して増強に繋げていき

たいと考えております。ゲストデーは女性ゲストが来て

いただきやすい講師を考えております。箕面ロータリー

クラブにおきまして、現状 30 名に対して女性の会員が

4 名ですので、比率にしますと約 13％となります。世界

平均は 20％を少し超えるくらいですので、当クラブに

+10 名の入会者あり、うち 5 名が女性だとするなら 20

数％になりますので、そのあたりを具体的に見定めなが

ら会員増強活動をしていきたいと思います。 

 

 

情報規定研修委員長       木村 貞基 

 

  今期、情報規定委員長を仰せつかっ

ております木村貞基です。よろしくお願

いいたします。前任の黄堂会員が本当に

素晴らしい資料を作ってくださいまし

たので、そちらを引き継いでしっかりや

っていきたいと思います。また、この資

料は私だけではなく皆様と共有してい

きたいと思っております。 

毎年地区において規定（ルール）が細かく改定されてい

くのですが、地区でルールが改定されたときに、皆様に分

かりやすくお伝えしていく方法などを考えており、その都

度ご紹介していけるように意識付けをしております。そし

てクラブ内の細則においても、運用が変わってきていると

ころがあれば協議の上細則変更をすること、運用の開始や

しっかり運用されているのか、といったところも皆さんと

一緒に考えていきたいと思います。 

情報規定研修委員長としての最も大切な仕事は、新入会 

員のための研修だと考えております。ですので、私のこの

仕事が忙しいということは、我がクラブにとって素晴らし

いことだと思います。9 月に新しい会員が入られる予定と

いう事で、新入会員研修が続いております。新入会員があ

るという事はとても有難いことなのですが、それだけでは

なく、新入会員に情報規定研修をさせていただく事で、私

は新入会員と最初に一対一で向き合うことが出来るので

す。そして、私の表現や方法が間違っている場合、クラブ

として間違えたことをお伝えしたことになりますので非

常に大切な事だと思っております。前任の黄堂会員が作成

されたマニュアルを見ていただければ全てわかるように

なっているのですが、私が今まで経験したことや体験こと、

新入会員のころの自分の気持ちを思い出して、自身の言葉

でお伝えしていきたいと思っております。 

最後に、芝野会長から IGM をしっかり頑張ってほしいと 

いわれております。今年度 IGM は年 3 回を予定しておりま

す。9/22 に第 1 回 IGM を開催させていただきます。新入

会員の方は是非参加していただきたいのですが、新しく入

った方だけではなく出来るだけ若い会員の方にご参加い

ただきたいと思います。第 2 回は 1/26、第 3 回は 5/18 と

なっております。会員増強の山本委員長とも話していたの

ですが、この IGM は遊びではないのですが、楽しく学ぶこ

とを意識しております。出来れば 3 回のうち 1 回はお酒を

飲みながら、という形を取りたいと考えております。楽し

く学びながら、自発的活動を促すことを目的とした活動と

したいと思います。山本委員長としっかり連携をとって、

プログラムを組んでいきたいと思います。また奉仕部門の

各委員会とも IGM は連携をとり、そこからロータリーの活

動を学んでもらい、国際ロータリーを理解し、箕面ロータ

リークラブを理解してもらいたいと思います。そのために

IGM を最大限活用していきたいと考えております。私は入

会 15 年目となりましたが、まだまだ勉強している最中で

す。この要職を仰せつかったこともありますので、新入会

員ころに戻ったつもりで情報規定研修をしっかり行って

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

※職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長の 

今年度事業計画 

➡週報 7/14、7/28(委員長卓話)発行分ご参照下さい 
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ASEAN 15%

中国 23.9%

米国 14.7%
EU 10%

韓国 5%

台湾 6%

香港 3%

中東 5%

豪州 4%

その他 13%

 
❖神寳ガバナー補佐講評❖         

 

今年度のガバナー補佐を拝命して

おります神寳と申します。どうぞよ

ろしくおねがい致します。 

箕面ロータリークラブの協議会は

とても迫力のある協議会でありまし

たので、私から何かを付け加えると

いう事は特にないように感じまし

た。ガバナー補佐の仕事と申しますと、各クラブのお手

伝いをすることですので、何かございましたら、ご遠慮

なくお話いただけたらと思います。 

昨年度の浦会長は会員増強に力を入れておられまし

たが、3 名増員となり完璧に責務を果たされました。今

年度も芝野会長が引継がれ増強を進めておられるとの

ことです。数字をみましたら、すでに目標を達成されて

いるのではないかと思います。また、今年度もロータリ

ー賞がございますので、各項目の目標をしっかり設定し

ていただき、楽しみながらクリアしていただけたらと思

います。 

 ガバナー補佐の役割として、一番基本的な事は会員増強

のお願いとなるのですが、先程、クラブ協議会での増強

委員長のお話を聞かせて頂きまして、こちらからは何も

申し上げることはございません。このまま進めて頂けた

らと思います。このことを宮里ガバナーに報告させてい

ただきます。二つ目に寄付等のお願いがございますが、

こちらのクラブでは財団、ポリオ、米山の目標額をほと

んどクリアされておられますので、そのことも報告いた

します。 

最後になりますが、これだけはお願いしたいことがご

ざいます。2 週間後に宮里ガバナーが訪問されます。そ

の時にはどうぞ今このクラブの力強さをガバナーにお

示しください。そして宮里ガバナーには、あたたかく、

そして敬意をもってお迎えいただきますようお願い申

し上げまして、私の感想とさせていただきます。本日は

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週のワールドクイズ 

アジア地域に焦点を当て、毎週様々なクイズを出してい

きます♪さて、今週は何問正解できるでしょうか？！ 

１．東南アジアと呼ばれている地域は、現在何か国が属し

ているでしょうか？ 

 

①５か国 ②11 か国 ③17 か国 

 

東南アジアにあるクリスマス島の名前の由来は？ 

 

①サンタクロースが生まれた島と言われている 

②島がサンタクロースの顔の形に似ている 

③発見されたのがクリスマスだった 

 

 

                             野生のマンタ・イルカに会え

る人気ダイビングスポット 

(出典：東京産業新聞社) 

 

 

グラフのＡ～Ｃと①～③を組み合わせてみましょう 

 

①中国  ②米国  ③ＡＳＥＡＮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★答えは来週の週報で発表します♪ 

（週報のバックナンバーは、箕面ロータリークラブＨＰ

で確認できます） 

A 

B   

C 

日本の主要貿易相手国・地域 貿易額割合 2020年 


