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想像してください、私たち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 

●次回の例会プログラム 
2022年 9月 8 日（木） 第 2530回例会 

   卓話  森田 雅之 会員 
        道林 侑輝 会員 

               〔例会場 箕面観光ホテル〕 

 

 ❖前回例会❖ 

  出席報告 

  
2022 年 8 月 25 日（木） 第 2528 回例会 
会員数 31 名 出席者 18名（出席率 64.28％） 

 
     ●卓話 青 敬祐会員 
 

 
❖会長挨拶❖          芝野 弘三郎 

 

 本日は親睦委員会主催の納涼例会でしたが、新型コ

ロナ感染者の増加を鑑みて理事役員会の決定に従い延

期することになりました。8 月は会員増強月間でもある

ことからビジターが数人参加されることになっていま

したが、実現できず大変残念に思っています。あらため

て 9 月 22 日に開催する予定ですので皆様にもご協力お

願いいたします。 

 今朝の日経新聞に次のような記事が掲載されていま

した。 

「米国や英国でポリオウイルスへの警戒が高まってい

る。ニューヨーク市とロンドン市の下水からウイルスが

検出された。米英の保健当局は感染が再び拡大する可能

性があるとみて、子どもを中心にポリオワクチンの早期

接種を呼びかけている。」 

 同じく今朝の日経新聞によりますと、24 日時点で、日

本の新型コロナ感染者数は前日比 208,451人と世界の中

でも突出しています。死者数は前日比 343 人と米国に次

いで多くなっています。 

 地区ホームページのトップに、「大阪のロータリー100

周年を祝おう」のタイトルのもと、「大阪のロータリー

100 周年記念サイトはこちら」とあります。その中で、 

クラブ紹介というバナーがありますので、クリックして 

 

是非ご覧ください。 

 今日の週報から、広報・会報副委員長の水島さんのア

イデアに基づき改定されています。ワールドクイズも追

加されており、楽しめる内容になっていると思います。

この調子で進めていただきたいと思います。 

 いよいよ 9/20 から大阪青山大学の学生食堂支援が実

際に始まるわけですが、先日地区の補助金が早くも振り

込まれてきました。申請額￥595,000 に対して円安のお

かげで￥637,296 と￥42,296 の増額となりました。とこ

ろが、昨今の食材の値上がりにより食券代も上がってお

り当初 120 万円の予算でしたが 130 万円になりそうで、

クラブ負担は 6 万円ほど増額となります。理事役員会で

の承認も受けておりますので、この事業規模で進めてま

いります。11/10 には当大学において移動例会を実施し、

学生たちと同じ学食を味わっていただくことになって

おりますので、楽しみにしておいてください。 

 次週は宮里ガバナー公式訪問日ですが、箕面観光ホテ

ルで食事付きの例会が約 2 年半ぶりに再開されます。こ

ちらのお食事も楽しみです。 

 

 

 

●今週の例会プログラム 
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 

                〔例会場 箕面観光ホテル〕 

 
 

例会場  箕面観光ホテル     例会日  毎週木曜日 18：30～ 

事務局  〒562-0006大阪府箕面市温泉町 1-1 (箕面観光ホテル内)  Tel：072-724-2781  Fax：072-724-1786 

Email ： mino-orc@abeam.ocn.ne.jp    HP ： http://mino-orc.net/   

おしまいに 

本日は高橋さんに肩凝り解

消の健康体操をご披露頂き

ました♪ 

【ポイント】やりすぎには注意 
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❖幹事報告❖             木村 知也 

 
 【9 月の例会】 会場：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 音羽山荘 

   29 日 休会(第５週目) 

 

 ●秋の全国交通安全運動ポスター配布について 

→大阪府交通対策協議会より、秋の全国交通安全

運動ポスターが地区に届きました。ポスター希望

クラブには送付いただけますので、ご希望の方は

事務局までご連絡ください 

 ●青少年交換プログラム 2022-23 年度（2023-24年度

派遣）学生募集について 

 ●「第 20 回記念ロータリー全国囲碁大会」のご案内に

ついて 

 

      
❖ＳＡＡ報告❖      副ＳＡＡ 高橋 太朗    

 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：青会員、楽しい卓話をよろしくお願いいたし

ます 

青 敬祐会員：卓話よろしく 

上島一彦会員：青先輩の卓話、楽しみにしています！ 

浦 収会員：青先輩、よろしくお願いいたします 

庄司修二会員：青さん、卓話楽しみです  

高橋太朗会員：青さん楽しみです！よろしくお願い致します！ 

林たかみ会員、水島教絵会員、木村貞基会員、山根ひとみ会員 

河野優作会員、森田雅之会員、尾崎夏樹会員、西田泰会員、 

米山奨学会 

芝野弘三郎会員、浦収会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、 

林たかみ会員、水島教絵会員、木村貞基会員、山根ひとみ会員 

河野優作会員、森田雅之会員、尾崎夏樹会員、西田泰会員、 

道林侑輝会員 

ロータリー財団 

芝野弘三郎会員、浦収会員、庄司修二会員、高橋太朗会員 

水島教絵会員、山根ひとみ会員、西田泰会員、河野優作会員 

尾崎夏樹会員、道林侑輝会員、木村知也会員 

ポリオ 

片山秀樹会員：青さん、卓話宜しくお願いします 

芝野弘三郎会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、西田泰会員、 

水島教絵会員、尾崎夏樹会員、山根ひとみ会員 

庄司修二会員、高橋太朗会員、西田泰会員、山根ひとみ会員、 

水島教絵会員 

 

❖委員会報告❖         

 

  親睦活動委員長        山根 ひとみ 

本来でしたら今日が納涼例会でし

た。残念ながらコロナ禍の状況を鑑

み延期とさせていただきましたが、

来月 9/22 に音羽山荘にて開催する

運びとなりました。納涼例会という 

季節ではなくなりますが、        

服装はカジュアルでお越しいただき

たいと思います。ゲストの皆様にもそのようにお伝えい

ただきまして、お誘いあわせのうえお越しください。皆

様のご参加をお待ちしております。         

※ゲストにお渡しする納涼例会案内状をご希望の方は事

務局までお願いいたします。 

 

  広報・会報副委員長      水島 教絵 

 本日発行分の週報よりフォームの

変更をいたしました。今週は内容の

ボリュームが大きかったので、大き

く変更は出来なかったのですが、色

味を加え雰囲気を変えております。

是非ご覧ください。       

また、週報の最後には『今週のワー

ルドクイズ』という項目を新たに作りましたので、皆様

チャレンジしてください。クイズの答えは次週の週報に

掲載いたします。私は東南アジアについて詳しくありま

せんので、今後は国際奉仕委員長の高橋会員にご協力を

頂ければと思っております。他の会員でも、この国が面

白い、この国に興味がある、この国のここに注目してほ

しい等ありましたらご連絡ください。        

このコーナーはクイズだけはではなく、皆様からこんな

事を載せてほしいというものがあれば、掲載していきた

と考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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❖卓話❖ 

 

 『ガバナーは何故お見えになるのか』  

 青 敬祐 会員 

 

本日は、ガバナーは何をする人な

のか、というお話をいたします。 

まず Rotary 用語を申し上げます。

「増強」と「拡大」という言葉です。

クラブの中で会員を 1 名増やす、2 名

増やすという事を「増強」と言い、ロ

ータリークラブを新しく作るという

事を「拡大」と言います。この後、何

度か出てきますので覚えておいてください。 

 

ロータリーには、世界のロータリークラブを纏めている

中枢組織として RI（Rotary International）という理事

会があります。世界から理事が集まって、ロータリークラ

ブについての決めごとをしているのです。その理事会にガ

バナー（RI 会長）がおられます。そのガバナーと理事会で

決まった内容、すなわち RI のご意向を、日本の地区ガバ

ナーは RI 本部にて勉強したり、色々な話をお聞きになら

れます。その後、そのご意向を我々のクラブに伝えに来ら

れるのですが、それがガバナー公式訪問です。 

今年度 2660 地区は宮里ガバナーです。宮里ガバナーは

2660 地区の各クラブに誠心誠意伝達するために、そして、

定款・細則に則ったクラブ運営がなされているかを確認す

るために各クラブにお見えになられます。これらはガバナ

ーの重要な任務であります。また、現在 2660 地区は 79 ク

ラブありますが、そのすべてのクラブを三カ月ほどで訪問

しなければいけないのです。 

 

40 年くらい前になりますが、これ以上増えたらガバナ

ーの手に余ってしまうとの事で、大和川より北側を 2660

地区とし、クラブ数を減らしてガバナーの負担を減らしま

した。クラブ数を減らしたのでガバナーが楽になったかと

いうと、そうではなかったのです。ガバナーの主な任務と

いうのは、RI のご意向をお知らせするのは勿論ですが、

「増強」と「拡大」がガバナーの一番の仕事です。「増強」

は各クラブの仕事となりますが、「拡大」というのはガバ

ナーがしなければいけません。各年度ごとに 1 クラブは増

やしていくことになります。そうして 40 年たった今、ク

ラブはどんどん増えて 79 クラブなり、またガバナーの負

担は増えていきました。ガバナーは各クラブを訪問した後、

レポートを書かなければいけませんので大変な負担とな

りますが、その解消策としてガバナー補佐をつくりました。

ガバナー補佐はガバナー公式訪問の 2 週間前にクラブを

訪問し、会長．幹事と懇談します。懇談の内容から、ある

程度レポートの準備をし、それをガバナーに報告しますの

で、ガバナー公式訪問の際は、ガバナー自ら細かいことを

聞いたりすることなく、RI 会長の方針などお話しするこ

とをメインに行うことが出来るのです。 

 

木村幹事より追伸： 
宮里ガバナーはクールビズを推奨されておられます
ので、ラフな格好で結構です。 
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ASEAN 15%

中国 23.9%

米国 14.7%
EU 10%

韓国 5%

台湾 6%

香港

中東 5%

豪州

その他

 

 

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？！ 

（今週はガバナー訪問を記念し、アジアのロータリークラブ

に関する問題です♪） 

 

  フィリピンにあるロータリーＥクラブ・グローバル

シチィには、日本にいながら入会できるでしょうか？ 

①できる ②できない ③フィリピン国籍なら入れる 

 

  それぞれどこのロータリークラブの写真でしょうか？ 
(出展：各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ Facebook) 

①シンガポール ②マニラ（フィリピン） ③インド 

（ヒント：民族衣装） 

Ａ． 

 

 

 

 

Ｂ． 

 

 

 

 

Ｃ． 

 

 

 

 

 

★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） 

        

【先週の答え】 

東南アジアと呼ばれている地域は、現在 11 か国から構

成されています。そのうち東ティモールだけを抜いた

10 か国で構成されているのが、地域協力機構 ASEAN で

す。 

 

クリスマス島（オーストラリア領）の名前の由来

は、イギリス東インド会社のウィリアム・マイノー

スが、1643 年 12 月 25 日にロイヤル・メアリ号でこ

の島に到着したことによるものと言われています

（発見者は不明、1615 年 2月 3 日にイギリス東イン

ド会社のジョン・ミルウォードがトマス号で島を見

出したのが最初の記録） 

※問題では、発見した日が答えとしていましたが、

正しくは、記録として残っている島に初到着（上

陸はしなかった）した日が、クリスマスの日とい

う事でした。失礼いたしました。 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （編集：広報・会報副委員長 水島教絵） 

 

   日本の主要貿易相手国・地域 貿易額割合 2020年 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%82%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%82%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1643%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%8825%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1615%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%883%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E6%9D%B1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BC%9A%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E6%9D%B1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BC%9A%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89&action=edit&redlink=1

