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国際ロータリー会長
ジェニファー・Ｅ・ジョーンズ

会長 藤本 良男

「親睦、多様性、公平性、奉仕、
リーダーシップを共に考えよう」

来 週 の 例 会

■ 9月15日（木）休会

■ 9月22日（木）例会 12：00～13：30

大塚国際美術館 館長

大塚 一郎 様

■ 例会前 ＹＰＥ事業第1回打ち合わせ

例会日：2022年9月8日
( 令和4年9月8日）

■ 宮里 唯子ガバナー公式訪問

卓話「2022-23 ＲＩおよび地区方針」

国際ロータリー第2660地区

ガバナー 宮里 唯子 様

■ 今日の歌 「我等の生業」

ピアノ 岩島 佳子 先生

本日は宮里ガバナーを迎えての例会です。

宮里ガバナー、後ほどの卓話宜しくお願い致します。今週に入って秋が少しずつ感じられる季節になりました。

また、空を見上げて見れば青空も高く澄み渡るようになっておりますが、まだまだこの先、気温も高くなり、ゲ

リラ豪雨があちらこちらに発生している様子です、気温も少しずつ低くなっているように思います。

さて今月のテーマであります、基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間です。教育は全ての子

供たちに与えられるべき基本的な権利です。基本的な能力を見出すことであり、仕事を得て貧困から脱却す

ることができ、また、病気の予防の知識を得られることが衛生的な水の必要性を考えられます。この月間はこ

の考えの推進を計る月間です。また、最近の円が140円台になりました、24年ぶりだそうです。24年前は240

円から、１４０円になった年だそうです、すごく近年にない価格だそうです、物価上昇が懸念される季節になり

ます。

さて、今月末にはわがクラブがホストをいたします東輪会合同例会です。10月には秋の家族会です。11月

には東輪会ゴルフコンペがあります。チャリティーコンペになりますのでポリオ根絶の為のチャリティー寄付に

なればと思います。また、これから色々と行事が重なります。準備のための各委員会の皆様とご一緒に今後

の行事を成し遂げることを願います。

今月の一言。

あらゆる偉業は信念に始まり、

信念によって第一歩を踏み出す。

登山紀行 ＜八ヶ岳＞

基 本 的 教 育 と 識 字 率 向 上 月 間 ・ ロ ー タ リ ー の 友 月 間

石田 肇

８／２６（金）８／２７（土）８／２８（日）の３日間で、

かねてより予定をしておりました仲間と八ヶ岳へ

登山に行って来ました。

天候があまり良くないとの予報がでておりました

が、だんだん回復の予報に変わり期待が持てそう

でした。

八ヶ岳と言う山は存在しなくて、元々は富士山より

高い山が存在したと言われていまして、噴火で山

頂部分が吹き飛んで、赤岳（２８９９ｍ）を主峰とす

る八つの峰が外輪山として残り、八ヶ岳の名前が

生まれまたとのことです。

今回はゆっくり八ヶ岳の稜線のパノラマを楽しむ

べく、赤岳の登頂を断念して、八ヶ岳の真ん中に

位置するオーレン小屋（２３３０ｍ）をベースに北

八ヶ岳の硫黄岳や天狗岳を縦走するプランを選

びました。

新型コロナウイルスの影響で、三密状態になるの

で山小屋が登山者を５０％～６０％ぐらいしか入

れておらず、ゆっくり泊まる事が出来ました。

一泊目は諏訪湖の近所の茅野市と言うところの

ホテルに宿泊をして朝早くから出発をいたしました、

出発時は天候にも恵まれ晴天で、かなり暑くこれ

は大変だなと思っていましたが、桜平の登山口か

ら林間コースで樹林帯の下を登って行く涼しい登

山道でした。

ゆっくり登って２時間ほどしますとオーレン小屋に

到着しました。そこで大きなリュックを預けて登山

の準備をしていますと急に天候が悪化して、雨が

降ってきました。少し様子を見ていると雨も上がり

ましたが危険なので天狗岳への登頂は断念して、

少し低い松の峰目（２５６７．３ｍ）に登ることにしま

した。雨の降った後は木々の緑は一段と深く気持

ちの良い登山になりました。早い目に山小屋に帰

り、風呂に入り食事までゆっくりしました。沢沿い

の小屋には、最近風呂を作っている小屋が多く趣

のあるお風呂でした。夕食は桜肉のすき焼きがメ

インで、是も最近の山小屋の贅沢です。

８時に消灯して、朝５時に起床、５時半から朝食、

山頂を縦走する登山者は朝食後すぐに飛び出し

て行きましたが、朝から雨が降っており、天気予

報では９時頃には上がるとの事でしたので、天気

の回復を待って硫黄岳の登頂を試みました。

予報どおり天気が回復して視界も開けてきました

が肝心の山頂部分がガスに包まれて、登頂した

時には、なにも見えませんでしたが、下山の途中

で少し視界が開けて雄大な硫黄岳の火口を望む

事が出来ました。

ころころと天気が変わる３日間でしたが、沢のきれ

いな水と深い針葉樹の森、粗らしい溶岩の山頂部

分、そして美味しい現地の料理を楽しむ事が出来

た３日間でした。



委 員 会 報 告

幹 事 就 任 挨 拶 田原幹事幹 事 報 告

出 席 報 告 9月1日

国際ロータリー第2660地区宮里 唯子ガバナー、
本日はご臨席賜り誠に有難うございます。本日の
卓話、どうぞよろしくお願い致します。
≪これからの予定≫
【1】 9/13（火）衛星クラブ例会 19：00～
【2】 9/15（木）休会
【3】 9/17（土）クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委

員長会議（大橋ＧＮ、石田社会奉仕委員長、
滝川国際奉仕担当出席）

≪連絡事項≫
【1】 本日地区大会のチラシを配布しております。

今年度は12月16日（金）17日（土）の2日間、
大阪国際会議場ならびにリーガロイヤルホ
テルにて開催されます。受付に出欠ボード
を設置しておりますので、皆様多数のご参
加よろしくお願い致します。

宮里ガバナーご略歴

会員研修・会員選考委員会
委員長 吉﨑 広江

8/11 8/18 8/25

HC出席 休会 31(4）名 25(2）名

MU出席 7(1)名 6(1)名

修正出席率 79.17％ 67.39％

先週（9/1）の出席者数：23名（1）
内 ＺＯＯＭ出席1名

ゲスト1名：米山奨学生 ズオン ニァット リンさん

9/1 出席率：52.27％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：56名（免除13名）

広報委員会
広報・雑誌担当 井上 家昌

＜9月号横組記事より＞
1. (P4〜5)【R１会長 ジェニファー・ジョーンズ 、
メッセージ】
“危険を冒す力”冒険は、ロータリーについての二
つの大事な真実を思い起こさせます。一つ目は、
地元で実際に活動する専門家のサポートのおか
げ。二つ目は重要な目標を達成するためには、時
に危険を冒す必要もある。全ての学びは成長す
る機会であり、全ての出来事は私たちみんなの
「イマジン ロータリー」に新たな章を加えています。

2. (P7-19)【ロータリーの友 創刊70周年特別企
画】バックナンバーで辿る『友』70年
来年1月創刊70周年を迎える「ロータリーの友」。
友をたどれば当時のロータリーや 世相が見えて
きます。本特集一回目は、1950~60年代にかけて
振り返ります。

3. (P24-33)【PEACEFULNESS THROUGH A
BOWL OF TEA】
“一盌(わん)からピースフルネスを”
裏千家前家元で京都RC会員の千玄室氏「茶道は
心を清め、謙虚で礼儀正しい心を育てる」と話しま
す。ロータリーと茶人ととしての立場を通じ、千氏
は生きる力を見つけたようです。平和と相互理解
を確保するために、たゆまぬ努力を続ける一方で、
大戦という紛争を避けようとしています。彼の人生
は無限の可能性を思い起こさせるものです。

4. (P38-39)【ロータリー行動計画(R１指定記事)】

氏 名 宮里 唯子

（茨木西ＲＣ）

職 業

（株）日本保険衛生協会

代表取締役

生年月日 昭和33年5月23日

ロータリー歴

1998年 茨木西ＲＣ入会

2003-2004年度 地区世界社会奉仕委員会委員

2004-2007年度 地区世界社会奉仕委員会副委

員長

2007-2008年度 地区国際奉仕・WCS委員会委

員長

2009-2012年度 地区研修委員会委員

2010年12月-2012年06月

地区財団FVP委員会副委員長

2011-2015年度 地区災害支援プロジェクト副委

員長

2012-2013年度 地区財団FVP委員会委員長

2013-2014年度 地区財団補助金小委員会委員長

2014-2015年度 茨木西RC会長、地区財団委員

会副委員長

2015-2018年度 地区財団委員会委員長

2018-2019年度 地区代表幹事

2019-2020年度 地区財団委員会委員

大阪のロータリー100周年およ

び大阪万博に関する企画検討

委員会幹事

2020年4月-21年6月

地区財団委員会委員長代行

2020-2021年度 大阪のロータリー100周年およ

び大阪万博に関する企画準備

委員会幹事

地区規定審議・ビジョン策定委

員会委員

2021-2022年度 地区青少年奉仕統括委員会委

員長

大阪のロータリー100周年準備

委員会委員長

地区研修委員会委員

地区ビジョン策定委員会委員

地区規定・決議審議委員会委員

大阪・関西万博関連事業推進

委員会委員

その他

ロータリー財団 メジャードナー・べネファクター

ポール・ハリス・ソサエティ

功労賞

ロータリーの友 2022年9月号記事紹介
（宮里地区ガバナーご紹介記事から抜粋）

「適応力を高める」ノース・コッツウォルズRC(イギ
リス)ニッキー・スコットさん
よいことをしようとしている団体は多くありますが、
善意が必ずしも結果に結び付くとは限りません。
ロータリーには人々が求めている基盤と高潔さが
あり、ニーズを知る為の地域社会とのつながりも
あります。私たちは結果を出す方法を知っており、
それを行動に移しています。

＜9月号縦組記事より＞
1. (P4-8)【SPEECH】
2021年11月27日第2740地区地区大会記念講演
建築家 隈研吾氏
要旨「折り返し点からのライフスタイル」コロナ感
染を受け、人類は歴史の中の転換点でなく、折り
返し点を迎えました。今までもありましたし、これ
からもあるでしょうが今回は本当に折り返し点、全
く逆の方向へ歩み出したと思っています。

以上
＜追記＞
(縦組裏表紙)『ロータリーの友』創刊70周年特別
企画
“俳句コンテスト”テーマ「ロータリー」作品募集中

選者夏井いつき様
皆さん奮ってご参加下さい。新入会員研修を行って

８月２２日（月）、15時～17時まで、クラブ事務局に
於いて「新入会員研修」を実施しました。（委員会2
名、研修対象：3名 浅田さん、中西さん、西村さ
ん）

今回の新人研修を行うにあたり、テキストを何に
したらよいか迷いましたが、マイ・ロータリーから
入手できる「ロータリーの基本情報（会員用のガイ
ド）」を使う事にしました。

新人研修ということで、まずは「ロータリーとは」
から入るのですが、そこでまず驚きました。会員
数が『140万人以上』と書かれていたからです。
「あれ？会員数って120万人じゃなかったっけ？」
と思いませんか？そう、昨年度のシェカールメータ
RI会長は、確かに120万人から130万人にしようと
言っていたはずです。
”each one, bring one” が大成功したの？と一瞬
思いましたが、違いました。ローターアクトクラブ
の会員20万人強が含まれていたのです。

さて、新入会員研修をざっと終え、質疑応答に
入りました。「ロータリークラブの組織図に理事会
の記載はあるけれど、その上に総会の記載は無
いのですか？」という質問を頂きました。ロータ
リークラブの組織図に、総会という言葉を見た覚
えがありませんでした。「年次総会が毎年12月に
行われて、次年度の役員を選出し、前年度決算
および上半期会計報告を実施することが決まって
います」と申し上げたところ、「あるんですね」とい
う事になりました。しかし、その後調べたところ、
ロータリークラブには一般社団法人でいう「総会」
はありませんでした。ロータリーにおいては標準ク
ラブ定款が規定するように、「理事会がクラブの決
定機関」です。

理事会の決定を覆すには、「クラブに提訴するし
か方法がない」、と規定されています。つまり、次
年度の役員及び理事を選挙する時においてのみ
総会の存在価値があるのです。総会の役割はこ
こまでで、一旦、役員及び理事が選出されれば、
そのあとの議決は全て理事会の議決に従うことと
なります。理事を理事会で選挙するわけにはいき
ませんので、総会で理事を選挙すると規定したも
のということになります。

私たちのクラブでは、大切なことを決めるとき、ク
ラブの総会を開催しようという流れになることがあ
ります。これについては、クラブ細則の第12条の
規定により、理事会での審議を行ってから実施し
なければならないと決まっています。どんな事柄
も、クラブの総会だけで議決や提案をすることは
できないのです。
新入会員研修の質疑応答から、いろいろな新た
な発見をすることができました。会員研修とは、自
分自身の研修だなと感じます。今年度、多くの気
付きを得られるように、研鑽していきたいと思いま
す。


