
ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう 地区スローガン  

「世界を変える行動人」 

9月は「基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間」です 
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表紙の写真は、ヘネラル・サラゴサ（メキシコ）郊外のサボテンにつくコチニールカイガラムシ（染

料として使われる）を飼育する農家を支援する試験的プロジェクトに取り組むローターアクターの

サミュエル・ゴンザレス・ガルシアさん（左）とパトリシア・サリナス・ハッソさん。 



国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 



ガバナー メッセージ 

 クラブだけでなく、ロータリーアン人ひとりが、ロー

タリーの活動に参加するよう強調するため、国際ロー

タリー(RI)理事会が指定した月間のことです。 

 2014年10月RI理事会は、地域社会で基本的教育を普及し、識字能力を高めるためのプロ

グラムを支援し、地域社会の参加を促進、成人識字率のの向上、教育における男女格差を減

らすための活動、基本的教育と識字率向上に関連した仕事に従事することを、目指す専門

職業人の為の奨学金支援を強調する月間です。 

 ロータリーでは、教師養成から、学用品の配布など、識字力の向上を目的とした多くのプ

ロジェクトが実施されています。日本では、成人の英語力低迷や移民が直面する日本語理解

の壁といったニーズがあるものの、発展途上国にある様な深刻な識字ニーズはありませ

ん。 リテラシーという観点からニーズを考えることで、奉仕プロジェクトの可能性を広げる

ことが出来ます。 

 京都洛中RCは、不登校支援に取り組み「不登校の子供達への支援フォーラム」を 開催し、

市民教育関係者の多くが参加しました。 この様なプロジェクト戦略においての、地域社会の

ニーズ調査におけるアイデアの紹介やロータリー提供の参考資料/リソースを 大限に活用

する方法が紹介されていますので、プロジェクト立案の際、総合的にお役立て出来ます。マ

イロータリーに登録し、ショーケースに入り、ご覧ください。 

  

 また、「ロータリーの友月間」は、日本独自の月間です。 

 この月間は、2015-16年度のロータリーの特別月間 変更で「雑誌月間」がなくなったた

め、日本独自の月間として設けられました。ロータリー会員の義務には、雑誌「ザ・ロータリア

ン」又は「ロータリーの友」を購読すること。とあります。 

 ロータリーには、月に一度、発行される公式雑誌があります。RIの『The Rotarian（ザ・ロー

タリアン）』は、世界共通の公式雑誌で、掲載されている内容が全て英語で記載されていま

す。このため、各地域毎にザ・ロータリアンを取り入れた公式雑誌が発行されています。日本

では『ロータリーの友』が公式雑誌になります。この雑誌を通じてロータリアンが共通して

知っておかなければならない情報を入手し、ロータリーを知り、活動に活かしていただくこ

とを推奨しています。 
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9月のロータリー特別月刊 

 ※基本教育と識字率向上月間 

 ※日本独自の「ロータリーの友月間」 

RI会長 ホルガー・クナークご夫婦と 



9 月 は『ロ ー タ リ ー の 友』月 間 で す。2015 ～
2016年度から例年4月だった「雑誌月間」が無くな
ることになり、日本独自の取り組みとして9月の
『ロ ー タ リ ー の 友』月 間」が 新 設 さ れ ま し た。
「友」はRIの活動方針や、クラブの情報交換、会員の
退会防止、ロータリアン精神の向上に大変役に立つ
機関・情報紙です。 

 「友」は会員の購読料で発
行されています。「友」の定
価は50円からスタートして
1975年に現在の200円にな
りました。厳しい状況の中、

45年間値上げをしていません。7月に開かれたオン
ライン「ロータリーの友委員会」で改めて「友」に
携わっておられる委員会及び「友」事務所の皆様の
熱心な取り組みを伺い、「友」の素晴らしさに納得
いたしました。どうぞ 世界のロータリアン、日本
のロータリアンと感動を共にしていただければ幸い
です。発行部数は創立時の3,300部から約90,000
部に増えました。 

 1952度年～1953年度か
ら日本のロータリーが2つの
地区に分かれることになり、

互いに緊密な連絡を保ちながら活動をしようと、共
通の機関紙「ロ—タリーの友」が創刊されました。  

創刊時、2回の準備会を経て
名称は「主婦の友」をヒント
に「ロータリーの友」になり
ました。しかし横書きか縦書
きかについては議論がつき
ず、一般投票で横書きに。俳

壇，歌壇など一部を縦組みとすることとなりまし
た。そして、21年後の１９７2年に従来の形式を一
変し、縦組みと横組みに分けた現在の形式に変更さ
れました。 

 横組みは：ロータリーの地
域雑誌としての公式な役割を
担うコーナーです。RIの公式
な情報や動向、『The Rota-

ry』から指定される記事を、
その地域で使われている言語に翻訳して掲載するこ
とが義務づけられています。 

 縦組みは：日本国内の仲間同士の交流の場です。
クラブからの投稿やロータリアンからの投稿を中心
とします。クラブの活動、ロータリアンの紹介、会
員の意見、趣味などが掲載されます。 

１．表紙季節を感じさせる
ホップなタッチで、親し
みやすく持ち歩きたくな
る「友」へ  

２．新企画 コミック「ポー
ル・ハ リ ス と ロ ー タ
リー」 

３．新企画「おとなの着こなし図鑑」 

４．継続企画「写真でつづる100年 日本のロータ

リー」（20２0年10月ま
で） 

５．継 続 企 画「侃 々 諤 々」
（かんかんがくがく）： 
年4回の予定でテーマを設
けて意見を募集、クラブ
内議論やロータリーの活
性化のきっかけをめざし
ます。ちなみに、8月号で
の募集は「文字を読むな
ら、紙、それともデジタル？」がテーマです。
（締め切り9月11日） 

６．「内外よろず案内」の充実を： 全国のロータ
リアンが相互に交歓を重ね、親睦を深めるための
コーナーです。ウエブサイトと合わせて紹介しま
す。 

皆様の投稿をお待ちしています。 

 横組み終わりのページに募集内容、投稿規定を掲
載しています。 

「友」に掲載されるコツは：
「地域社会」とつながる問
題  

・どのように知ったか ・行
動をおこすきっかけになった

会員の知識や経験 ・その活動による地元の変化がポ
イントになります。 

残念な原稿は ・行事の出席者の肩書や名前がほと
んど ・プロジェクトの内容の羅列 ・伝えたいポイン
トが分かりにくい(詳細すぎる) ・達筆すぎて読めな
い 

 残念な写真は ・カメラ目線でピースサインばかり  
・行事の写真でなく懇親会 ・参加している行事のこ
どもだけとかロータリアンだけとか ・目線が下で暗
い感じ ・後ろ姿ばかりで、表情が見えない。 

『ロータリーの友』月間に因んで 

            ロータリーの友地区代表委員 坂東 桂子  

「友」の購読を義務

としてではなく 

「友」の成り立ち 

世 界 で は 珍 し い

「友」の縦組みと横

組み 

縦組みと横組みでは

内容が異なります 

2020－21年度

『ロータリーの友』

編集企画 

友事務所に寄せられ

た残念な原稿 



「基本的教育と識字率向上」とは？ 
  世界には子どもたちが基本的な教育を受けられず、
成人が十分に読み書きできない国や地域があります。
そうした地域で基本的教育を提供し、識字率を上げれ
ば、そのほかの諸問題の解決（貧困の削減、健康状態の
改善、地域社会と経済の発展、平和構築など）の糸口を
つかむことができます。「基本的教育と識字率向上」
は、ロータリーの重点分野の一つとなっています。 

基本的教育・識字が重視される理由 

・すべての女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡
率は66％減少する。 

・読み書きのできる母親を持つ子どもは、読み書きのできない母親の子と比べて、5歳以上まで生
き延びる確率が50％高い。 

・低所得国で全生徒が読み書きを習得した場合、1億7,100万人が貧困から抜け出すことができる。
これは全世界の貧困の12％に相当する。 

 世界的に、教育・識字の分野では進展が見られています。2014年国連ミレニアム開発目標の報
告書によると、成人と青少年の識字率は上がっており、男女差も縮まっています。しかし、まだ多く
の面で課題が残されています。 

・世界で5,800万人の子どもが学校に通っていない。 

・4年間の初等教育を受けた後も読み書きのできない子どもが2億5,000万人いる。 

・7億8,100万人の成人が読み書きできない。 

地域社会のニーズを調べる 

地域社会のニーズに応える 
•成人の識字教育が必要 

•子どもたちが学校に通えるよう支援が必要 

•教育効果を高める支援が必要 

•教材が必要 

基本的教育と識字率向上 プロジェクト戦略 h ps://www.rotary.org/myrotary/ja/document/680 

9月8日は「国際識字デー」 

「国際識字デー」とは、識字の重要性を世界に訴えかける日として、1965年にユネスコが制定した国際デー
です。各国の軍事費1日分を識字教育にまわすように提案したのを記念し、制定されました。 



ガバナー公式訪問  

8月3日 和歌山北RC 

 ルミエール華月殿 

会長 桝谷 知樹  

幹事  太田 恵示  

 

 

 

8月4日 松原RC 

 松原商工会議所会館 

会長 住田  進   

幹事 脇田 隆博  

 

 
 

8月5日 和歌山西RC 

 ラヴィーナ和歌山 

会長 中條 剛司  

幹事 石塚 宏介  

 

 

 

8月5日 和歌山東RC 

 ダイワロイネットホテル 

会長  樫畑 友洋  

幹事  亀田 直紀  

 

 

 

8月17日 堺南RC 

 ホテル・アゴーラ リージェンシ-大阪堺 

会長 嶋田 豪洋 

幹事 中田 眞豪 

 

 



8月18日 堺泉ヶ丘RC 

 サンパレス 

会長 安川 信弘  

幹事 隼田 智貴   

 

 

 

8月19日 貝塚コスモスRC 

 貝塚産業文化会館 

会長 木下  保 

幹事 谷口 美保子 

 

 

 

8月20日 堺RC 

 ホテル・アゴーラ リージェンシ-大阪堺 

会長 東野 裕暢  

幹事 奥中 泰征  

 

 

 

8月21日 高野山RC 

 高野山 花菱 

会長 岩坪 英雄  

幹事 前   清  

 

 

 

ガバナー公式訪問  



8月24日 太子RC 

 富田林納税協会ビル 

会長 平山 悟史  

幹事 村元 宏  

 

 

8月25日 貝塚RC 

 貝塚産業文化会館 

会長 佐納 世志子  

幹事 柳生 元成  

 

 

 

8月26日 和歌山東南RC 

 ルミエール華月殿 

会長 鰺坂 恒夫 

幹事 楠見 珠緒 

 

 

 

 

8月27日 堺清陵RC 

 ホテル・アゴーラ リージェンシ-大阪堺 

会長 西内 重広 

幹事 井上 阿佐美 

 

 

 

8月28日 泉大津RC 

 ホテルレイクアルスター 

会長 臼谷 喜世彦 

幹事 小門 茂樹 

 

 

 

ガバナー公式訪問  



 1920（大正9）年に日本初の東京ロータリークラブが創立され、今年で 100 周年を迎えることを記

念して、日本郵便株式会社は、特殊切手「日本のロータリー100 周年」を発行します。 

シート構成 

（1）重点分野「平和の推進」 

（2）重点分野「疾病との闘い」 

（3）重点分野「水と衛生」 

（4）重点分野「母子の健康」 

（5）「教育の支援」 

 余白：ロータリーが支援する重点分野と国際留学生支援米山記念奨学会のシンボルマーク 

価格 ： 1 シート 840 円(1枚 84円）、発行枚数： 50 万シート 

販売場所 

・全国の郵便局、郵便局のネットショップ 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

コメント 

 ロータリーは世界 200 カ国、地域以上に約 120 万人の会員の国際奉仕団体です。1905年にアメ
リカの「シカゴ・ロータリークラブ」が誕生し、1920 年に日本初の「東京ロータリークラブ」が創立され
ました。2020 年 6 月現在、国内に 2,258 のクラブを擁し、約 9 万人会員が、世界の地域社会に奉
仕活動を行っています。特にポリオの根絶活動では世界の症例数を 99．9％減らすことに貢献し、さら
なる活動を続けています。 



もし、大会中止の場合返金されます。 お早目の登録をお願いします。 

締め切り日 

 ・2020年12月15日：早期登録割引の 終日 

 ・2021年3月31日：事前登録割引の 終日 

 ・2021年6月16日：オンライン登録の 終日 

https://convention.rotary.org/en/taipei 



 平和構築に関心がある、世界中の会員とつながり
たい、国境を越えた関係を築きたいという方は、台北
（台湾）で2021年6月11日（終日）に行われる大会前会
議「国際共同委員会：平和のための機会の扉を開く」
にご出席ください。 

 国際共同委員会は、2カ国間の親睦と奉仕の機会
を生み出します。この行事では、平和、国際親善、奉仕
を推進する新たな国際共同委員会の設立や既存の
委員会の強化方法を学ぶことができるほか、インスピ
レーションあふれるスピーチを聞き、参加型の分科会
に出席し、ネットワークを広げることができます。 

現在、この行事への登録($90）を受け付けています。 

h ps://conven on.rotary.org/en/taipei/intercountry‐

commi ees‐opening‐opportuni es‐peace  

 

開催日 ： 6月11日(金曜日) 

開催場所 ： 台北南港展示センター、台湾 

 この1日のコンベンション前イベントでは、刺激的な
講演者、実践的なブレイクアウトセッション、ネットワー
キングの機会を提供し、国際委員会の設立について
学ぶのに役立ちます。すでに国際委員会はあります
か？このイベントに参加して、国際的な親善とサービ
スのネットワークの一部でありながら、既存の関係を
拡大してください。 

 国際委員会の形成と指導の経験を持つ講演者の
やる気を引き出してください。国内委員会の関係を
通じて実施する平和構築プロジェクトと活動の例と、
それらが成功するためのベストプラクティスを見つけ
ます。ネットワークを構築し、関係構築のブレイクアウ
トセッションに参加して、新しい国内委員会の関係を
育みます。 

国際委員会とは何ですか？ 

 国際委員会は、ドイツとフランスのロータリー会員
が、両国のロータリアン間の相互理解を深めるための
プチ・コミテを組織した1930年代初頭にさかのぼりま
す。アイデアは、1937年までに戦争に巻き込まれて機
能しなくなったときでも、ヨーロッパには30近くの委
員会がありました。 

 1950年にフランスとドイツのインターカントリー委員
会が改革され、その後多くの委員会がそれに続きま
した。国際的な委員会は、国際理解を促進し、歴史的
に紛争の影響を受けてきた地域間の関係を改善し、
文化的、言語的、地理的な違いを埋める方法として、
引き続き形成されます。国際委員会は、2か国のクラ
ブ間の親睦と奉仕の機会を提供します。 

 

誰が参加できますか？ 

国際平和構築に情熱を傾けるすべてのロータリー会
員とプログラム参加者が招待されています。 

 

*登録者の国と言語のニーズに基づいて、同時通訳
が提供されます。 

 

登録方法 

大会前および国際ロータリー大会に出席する予定の
場合は、オンラインで登録できます。 

 

大会前のみに出席する場合は、大会登録用紙をダウ
ンロードし、ファックスまたは郵送でご返送ください。 



アフリカ地域の野生型ポリオ根絶認定 

ロータリアンの皆さま 

 この度、世界保健機関（WHO）アフリカ地域の野生型ポリオウイルス根絶が認定 されたことを、喜びとともにご報
告申し上げます。 

 アフリカ地域から野生型ポリオをなくすために、ロータリー会員は計り知れない役割を果たしてきました。懸命な
活動により、アフリカだけでなく世界のほぼすべての国において野生型ポリオウイルスを根絶してきたことを、私た
ちは誇りとすべきです。 

 この進展は、アフリカ地域の全47 カ国における数十年間の取り組みの成果です。これには、徒歩、ボート、自転
車、バスによる数百万人もの保健ワーカーの移動、紛争地帯や政情不安地域の子どもにワクチンを投与するための
画期的戦略、まひ症状の検査や下水でのウイルス検知のための膨大な監視ネットワークも含まれます。 

 過去20年間、アフリカ地域と世界中の無数のロータリー会員が、資金調達、子どもへのワクチン投与、自治体・政府
リーダーへの支援呼びかけ、予防接種の重要性に対する認識向上のために一体となって活動し、世界ポリオ根絶推
進計画（GPEI）によるポリオ症例への効果的な対応と感染拡大抑止を支援してきました。これは、ロータリー、アフリ
カ地域、GPEIのパートナー団体にとって、世界全体のポリオ根絶に向けた大きな一歩となるものです。しかし、残る2
つのポリオ常在国でポリオに打ち克つまでは、活動を継続していかなければなりません。 

 これまで私たちは、ポリオ根絶活動を通じて多くの課題に直面しつつも、目覚ましい前進を遂げてくることがで
きました。ロータリアンが支援したポリオのインフラ構築は、今後数十年にわたって他の疾病から子どもたちを守り
続ける永続的な遺産となります。 

 今私たちに求められるのは、ポリオ根絶へのコミットメントを新たにすることです。この闘いに勝利し、ポリオプラ
スに毎年5,000万ドルの資金を調達 するために、一人ひとりの貢献が必要とされます。 

 この度の快挙は、世界全体でのポリオ根絶が実現可能であることを示し、新型コロナウイルスの世界的流行の中
でも活動と協力、そして寄付を通じて前進できることを物語っています。 

 アフリカ地域での野生型ポリオフリー実現にいたる皆さまからのご支援に心から感謝いたしますと共に、「ポリオ
のない世界」という私たちの約束を果たすために引き続きご支援いただけますようお願い申し上げます。 

心を込めて 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク    

ロータリー財団管理委員長 K.R. ラビンドラン 

ホルガー・クナーク国際ロータリー会長とツンジ・フンショ氏（ナイジェリアの国別ポリオプラス委員長）が、
アフリカ地域でポリオ根絶に取り組むロータリアンに祝辞を述べました。 



ロータリー初の女性 RI会長ノミニーに 

     ジェニファー E. ジョーンズ氏 

   

  2022‐23年度 国際ロータリー会長として、ウィンザー ローズラン

ド ロータリークラブ（カナダ、オンタリオ州）会員のジェニファー E. 

ジョーンズ氏が指名されました。115年に及ぶロータリーの歴史で初

の女性会長となります。  

 ほかの対抗候補者が出ない限り、ジョーンズ氏は10月1日に正式

に会長ノミニーとなります。  

 ロータリーの行動計画は、ロータリーによるインパクトを高めるた

めの推進剤であるとジョーン氏は話します。  

 「新しい戦略的優先事項を検討する中で、近年の歴史の中でも紛

れもなく も重大な時期に、ロータリーの『適応力』が私たちの道し

るべになろうとは誰も予想していませんでした」と、自身のビジョン

の中でジョーンズ氏は述べています。「希望の兆しは も困難な状

況から生まれるものです。測定可能な目標を基軸として、私はこの

歴史的な状況を生かし、今日の現実を反映した機会をとらえ、培

い、伝えていきます」  

 女性初の会長に指名されるにあたり、ジョーンズ氏はロータリーの「多様性、公平さ、開放性（DEI）

に関する声明」の重要性を理解しています。「多様性、公平さ、開放性を 優先し、女性会員や40歳未

満の会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実践し、そのメンバー構成に反映させていく必要

があります」とジョーンズ氏。「どちらの目標でも2桁の成長を目指し、決してロータリーファミリー全

体を見失わないようにします」 

 ジョーンズ氏は、ウィンザーにあるMedia Street Productions Inc.の創業者兼社長です。ウィン

ザー大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の会頭を務めたほか、その奉仕活動が称

えられ、YMCA Peace Medallion、Queen's Diamond Jubilee Medalを受勲し、カナダ人初のウェイン州立

大学Pecemaker of the Year Awardを受賞しています。また、法学の博士号（LL.D.）を有しています。  

 現ロータリー財団管理委員であるジョーンズ氏は、1997年にロータリーに入会し、RI副会長、理事、

研修リーダー、委員会委員長、モデレーター、地区ガバナーを歴任しました。また、ロータリー強化諮

問グループ委員長を務め、ロータリーのブランド活性化の取り組みでリーダー的役割を担いました。

現在は、ポリオ根絶活動のために1億5000万ドルのファンドレイジングを目指す、「End Polio Now：歴史

をつくるカウントダウンキャンペーン委員会」の共同委員長を務めています。  

 近では、新型コロナウイルス対応のためのファンドレイジングを目的としたテレソン（Telethon）を

先導。このイベントは65,000人以上が視聴しました。  

 ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状を受賞しているほか、夫のニック・クラヤ

シッチさんと共に、アーチ・クランフ・ソサエティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロータリー財団遺贈友の

会の会員となっています。 



クラブ会員増強委員長会議  

 地区の地区会員増強・維持/女性活躍・推進委員会は、８月1日、JR

和歌山駅前の県ＪＡビル で、クラブ会員増強委員長会議を開きまし

た。 

 コロナ禍の中、三密

を避け、ソーシャル・

ディスタンス、マスク、

手洗いなど、感染防止

対策を講じての開催

となりました。 

 会議は、午後１時３０分から、大石地区代表幹

事の司会進行で開会。地区内の各クラブから、

会員増強委員長、地区役員等が出席しました。

冒頭、藤井がバナーは、「新年度に入り、例年に増して、会員増強・維持は大きな課題となって

います。女性会員の入会も含めて、皆さんのご協力をお願いします。このため、あえて、この時

期に開催させて頂くことになりましたが、何卒、趣旨をご理解いただき、ご了解ください」と

あいさつ。さらに、現状報告を行いました。 

 続いて、山下委員長からは、会員増強の実態について説明。休憩を挟んで、樫畑地区研修

リーダーが「会員増強について」基調講演しました。 

 この後、質疑応答と 辻 研修委員会副委員長の総評があり、閉会点鐘しました。 

地区会員増強・維持/女性活躍・推進委員長 山下 茂男  



第一回会長 幹事会、リーダーシップフォーラムを Zoom で開催 

 地区ローターアクト（代表 原谷 明子

可）は、8月2日（日）、新型コロナウイス

感染防止を鑑み、従来の対面ではなく

オンライン上（Zoom)で、第一回会長 幹

事会、リーダーシップフォーラムを開き

ました。 

 午前中は、第一回会長 幹事会を開

催。午後1時からのリーダーシップフォーラムでは、まず、地区・各クラブの年間方針の発

表があり、続いて、各クラブ会長の所信表明が行われました。さらに、メインプログラム

では、岸和田ローターアクトクラブがホストを務め、、新型コロナウイルスについての勉

強会を開き、知識を深めました。 

 今回の目的は、各クラブ、地区の情報を共有し自クラブの活動に生かす。勉強会で

は、改めてコロナウイルスに関しての情報を知り、生活に役立てるとしており、それぞれ

十分な成果を得られました。 

 

地区ローターアクト 

（地区ローターアクト委員会） 



米山記念奨学生 卓話研修会 

 米山記念奨学委員会は、７月18日に大阪府青少年センターで卓話研

修会を開催いたしました。当日は、2640地区の米山記念奨学生19人中、

海外滞在1名、体調不良の１名以外の１７名が参加しました。 

 各奨学生は工夫を凝らした卓話を披露し、より良い卓話にするため、

当日参加の地区米山記念奨学委員から、注意点や修正事項などの指摘

がありました。 

 10月の米山月間の際、地区内のクラブから招請卓話にお伺いする予

定にしております。 

 なお、当初は親睦も兼ね一泊二日の開催を予定していましたが、新型コロナの影響を受

け、1日のみの開催となりました。 

地区米山記念奨学委員長 玉井 洋司 



第２回 雑誌・公共イメージ委員会を開く 

雑誌・公共イメージ委員会（委員長 井手 良明）は、8月8日(土)10時30分から、ガバ

ナー事務所で、第2回の地区雑誌・公共イメージ委員会を開催しました。 

議題は、10月24日(土)の世界ポリオデーにおけるイベント開催で、場所をコロナ終息、

ポリオ根絶の願いを込めて高野山に決定しました。また、当日の配布物等や地区内全ク

ラブにも開催当日の案内を行う旨、打ち合わせしました。  

第３回 IT・ガバナー月信委員会を開く 

 IT・ガバナー月信委員会（委員長 寺下 卓）は、8月8日(土)午後１時から、ガバナー事

務所で、第３回の地区IT・ガバナー月信委員会を開催しました。 

議題は、地区ホームページの内容充実、クラブの活動情報の収取、ガバナー月信9月

号の編集などを協議しました。  



拡大例会 プロ野球解説者の掛布 雅之氏を招き、特別講座 

 貝塚RC（会長 佐納 世志子）は、8月18日に貝塚産業文化会館で、拡大例会を開催。プロ野球解

説者の阪神レジェンドテラーの掛布 雅之氏を招いて、「阪神タイガース2軍監督を経験して」を

テーマに特別講座を開催した。 

 会員・会員お知り合い・貝塚経済クラブ会員・近隣クラブ会員・「ヤングKIXベースボールクラブ・

21」（監督・保護者同伴）を含め、当日の参加者は60名。 

 会場はソーシャルディスタンスに配慮し、参加者は予約制で人数を絞り、等間隔での座席配置と

しました。また、入場時マスク着用、アルコール消毒、検温（非接触型電子体温計3台）を行うほか、

参加者の健康状態、体温記録、緊急連絡先を記入した名簿を作成するなど、時節柄コロナウィルス

対策を徹底しました。 

 記念品として、参加者に「不織布マスク」と「殺菌マスクポケット（ロータリーマーク入り）」配布し

ました。 

貝塚ロータリークラブ 

田辺ロータリー旗争奪学童軟式野球大会 

田辺ロータリークラブ 

 田辺ロータリークラブ（会長 長井 保夫）は、田辺･西牟婁学童野球協議会が主催する田辺ロータ
リー旗争奪学童軟式野球大会に協賛。決勝戦は、7月18日に田辺市神島台運動場で開催され、20
チームの約300名ガ参加し、熱戦を繰り広げました。 



ローターアクトクラブ 活動開始  
堺ロータリークラブ 

 堺ローターアクトクラブ 2020-21年度の活動がはじまりました！今年度も、方違神社参集殿をお借りして
毎月第2、4水曜日18：30～、アクト例会が開催されます。新役員と新メンバーを加えた新しい体制で、地区と連
携しながら、この withコロナ のなか凛とし、活動して参ります。 

 堺ローターアクト 

  会 長 ： 鍋島 俊輝 

  幹 事 ： 岡井 翔 

  前年度会長 ： 岸波 勇汰 

 

 【第2640地区ロータ―アクト】 

  会 計 ： 千田 竜也 

  前年度地区代表 ： 酒井 憲久 
 

☆8月度例会 8月12日(水)、26日(水) ともに18：30～ 方違神社にて     (青少年アクト委員長 谷村 大助) 

1年間の感謝 

 2019-2020年度 第2640地区ローターアクト代表 

堺ローターアクト所属 酒井 憲久 

 この度、堺ロータリークラブの前会
長の高橋様はじめ、東野会長様、会員
の皆様には私酒井が2019～2020年
度の国際ロータリー第2640地区ロー
ターアクト代表を務めるにあたり、
大限のサポートを頂戴し、誠にありが
とうございました。先日の7月16日の
例会に御招きいただいただけでな
く、感謝の思いを直接伝える場まで
準備頂き、いつも助けられっぱなしで
す。今回は前回の場では時間に限りがございましたので、
伝えきれていない部分を書かせて頂くこととしました。 

 第2640地区ローターアクトは6月末現在で堺、松原、富田
林、河内長野、高石（7月から休会）、岸和田、御坊、和歌山東
南（和歌山大学主体）の計8クラブの総勢60名で構成され
ており、堺はその中で 大の会員数です。関西は四地区で
分割されており当地区は 少人数となっております。2ヶ月
に1度、奇数月に委員会を開き、社会奉仕委員長はじめ、地
区ローターアクト委員の皆様、地区ローターアクト役員で集
まっておりました。 

 地区行事として7月に御坊の商工会議所でリーダーシッ
プフォーラムを行い、次に9月にアクトの日という行事で堺
市博物館にて古墳について知ってもらい、10月のロータ
リー地区大会2日目にアゴーラの共用廊下にてアクトとして
生産緑地法改正に伴い、苗木の販売を行いながら、アクトの
PR活動をさせて頂きました。続いて1月には岸和田の泉州
ビルにて地区連絡協議会を行い、2月に新型コロナの話も
ありましたが、冬の時期は血が年間を通し一番不足するの
で、懇親会のみ中止し、大阪3拠点と和歌山1拠点の計4拠
点で献血活動を行いました。その後は新型コロナの影響で
3月に愛知県で開催予定の全国研修会、4月の三役研修会、
5月の地区年次大会、6月のインターアクト交流会がすべて
中止となり、 後は不甲斐なさを感じることとなりました。 

 しかし1年間地区代表を務めて感じたことは、ローターア
クトに入会する事で地域を良く知れる、自分自身の成長が
できる、奉仕活動ができる、全国各地のアクト同士の交流が
できる、何よりロータリーの皆様と交流することができると
いうメリットがあることに気付きました。 

 ローターアクトとは18歳から30歳までの会員で構成され
ており、クラブごとで雰囲気や人数、抱えている問題や悩
みなど異なっております。しかし共通していることは、アクト

が充実しているところはロータリークラブの皆様との交流
が密接であると感じました。なので、今後もロータリークラ
ブの皆様には少しでもアクトに目を向けて頂けるよう、堺
ローターアクト全員で努めていきますので宜しくお願い致
します。 

 後になりますが 

・1年間地区の委員会で会場を快く貸していただいただけ
でなく、アクト行事に多く参加して頂いた神山様 

・地区年次大会は中止となりましたが、会場使用を快く承諾
して頂いた大澤様 

・地区行事の地区連絡協議会に参加して頂いた髙橋前会長
様、石﨑前幹事様 

・1年間地区ローターアクト委員でお世話になった藤川様 

・1年間堺ローターアクト委員長でお世話になった冨永様 

・ロータリー地区大会で苗木の手配をして頂いた竹山様 

・堺祭りで毎年寄付品だけでなく、配送まで協力して頂いて
いる奥中幹事様 

1年間本当にお世話になりました。 

 

・今期の 初のアクト例会に参加頂いた東野会長様 

・今期地区ローターアクト委員長でお世話になる藤川様 

・今期堺ローターアクト委員長でお世話になる谷村様 

・今期堺ローターアクト副委員長で引続きお世話になる富永
様 

これから1年間宜しくお願い致します。 

 何より神山様、藤川様は入会するきっかけを与えて頂き
本当にありがとうございます。 

 この経験を糧に、今期は地区の直前代表として地区アク
トをサポートし、堺アクトが発展できるよう残り1年のアクト生
活に生かせていきたいと思います。 

 そして、今年100周年を迎えることができた本業の家業
である電気工事業の(株)東陽電気商会でも経験を生かし、
いつかロータリークラブの会員として入会できる人間に成
長できるよう、日々努めていきます。 

 今後も、堺ローターアクトを宜しくお願いします。 



熊本豪雨災害 会員17名被害の「人吉中央RC」に支援物資を送る!! 

 ７月4日 熊本県で記録的な豪雨により、同県に甚大な被害をもたらしました。中でも球磨川の決壊
による隣接地域の被害が大きいと報じられていました。 

 「人吉中央RC」は、まさに球磨川に隣接した場所に位置し、会員17名が被害を受けたとクラブホー
ムページに記されており、さらに避難所にて今、必要な物資の品目が載っており、可能でしたらこの品
目を寄贈して欲しい旨も出ていました。これは大変!! いち早く支援したいと、早速、7月8日（水）クラ
ブ例会にて「熊本豪雨 支援物資とカンパ」を募りました。さらに、7月15日（水）例会にて2回目の「支
援物資とカンパ」を行いました。 

 集まった支援金はすべて「人吉中央RCの支援希望物資」に替えて、クラブ事務所にて26箱のダン
ボールに梱包し、「人吉中央RC」に宅急便にて、お送りさせていただきました。 

堺おおいずみロータリークラブ 

社会奉仕委員長 大仲 広司 

※ 後日、「人吉中央RC」より、丁重なお礼

のメールを頂きました。中でもチョコ

レートが大人気だったと喜びの声も届

けてくれました。 

 会員、ご家族の皆様のご無事をお祈り

しています。 

○堺市中学校美術部部展に協賛金を授与しました。 

(7月１５日、例会) 



【がんばっています。中学インターアクトクラブ】 ７月豪雨災害校内義援金活動 

 初芝立命館中学校インターアクトクラブは、７月３日からの九州地方を中心とした大雨により被災さ

れた方々を支援するため、８月７日（金）、校内で義援金活動を実施しました。期末考査後の特別時間

割週間のため、午前中授業ですが、登下校時に義援金協力の呼びかけを行いました。 

 同インターアクトクラブは、大阪金剛ロータリークラブをスポンサーとし、2004年に設立され、中学

校単独で設置された世界初のクラブです。 

 今回、新型コロナウィルス感染予防に十分留意をしながら、マスク着用の声がけ、ソーシャルディス

タンスでの募金活動です。 約7万円の募金があり、寄付して頂いた義援金は、日本赤十字社を通じ

て、被災された方々へお届けします。 

 義援金を寄付して頂いた生徒・保護者のみなさんに改めてお礼申し上げます。 

初芝立命館中学校インターアクトクラブ 

（スポンサー：大阪金剛ロータリークラブ) 

2020年度 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動 

有田ロータリークラブ 

 有田ロータリークラブ（会長 橋爪 誠治)は、薬物乱用防止

のためのキャンペーンと国連支援募金運動（６月20日（木）か

ら７月19日（金）までの１カ月間）として、7月9日、16日の例会

場にて募金箱を設置し、募金を募りました。 

 このキャンペーンは、６月26日の国連「国際麻薬乱用撲滅

デー」を踏まえ、 厚生労働省、都道府県および（公財）麻薬・

覚せい剤乱用防止センターが中心となり、平成５年から毎

年、『ダメ。ゼッタイ。』の普及運動を展開しているもので、 官

民一体となった薬物乱用防止に取り組んでいます。 



上富田町青少年育成町民会議へ事業支援金贈呈 

 田辺東ロータリークラブ（会長 

本田 耕二)は、 上富田町青少年

育成町民会議の事業に対し、支

援金を贈呈しました。 

 上富田町青少年育成町民会議
（子ども会議）は、子ども達の健
全な育成を目指して、町内の各
種団体が協力し、組織運営して
います。町の教育委員会内に事
務局を設け、災害募金活動、新春
の凧あげ大会や8月には、隊員を
募集し、田辺市龍神村丹生ノ川
の「丹生ヤマセミの郷」への体験合宿を実施するなど、活発に活動しています。 

 田辺東RCでは、こうした事業活動を応援するため、7月31日、同町長室を訪れ、上富田町長

と青少年育成町民会議議長に支援金を贈りました。 

田辺東ロータリークラブ 

 粉河ロータリークラブ（会長 井関 孝純)は、8月19日、紀の川市名手市場の名手公園で清
掃活動を行った。 

 当日は早朝から、13名の会員が参加。特に清掃中、特定外来
生物で毒性を持つ「セアカゴケグモ」を同クラブの会員が、公
園横の溝の中で発見。早速、同市へ通報。注意を呼び掛けても
らった。（8月31日：わかやま新報で記事掲載） 

 また、同クラブは、このほか、社会奉仕活動として、児童養護
施設の「丹生学園」に寄付金を贈呈しました。 

紀の川市の名手公園で清掃活動 

粉河ロータリークラブ 

 写真：わかやま新報 



【次ページへ】 















 

 

  ガバナー月信は、地区と地区内クラブの情報交流を促進し、各クラブの運営、活動に活かせ

てもらうため、情報収集に努めています。皆様の寄稿、ご協力をお願いします。 具体的には、

記念事業や特別例会、クラブ奉仕活動、親睦活動（家族会、親睦旅行、 同好会等）や会員増強

等、職業奉仕（講演会、講習会、視察等）、社会奉仕（清掃活動、福祉・教育支援事業等）、国際奉

仕（友好クラブとの交流、各社会奉仕プロジェクト）、青少年奉仕（青少年交換、インターアクト、

ローターアクト、ライラ等）、そのほか、ロータリー財団、米山記念奨学会等の活動などの案内、

募集、報告等の寄稿をお願いします。 また、ご提供いただける情報は、文書面、 資料、写真を

ＦＡＸ、封書等又はメールでガバナー事務所へご連絡ください。 月信では、引き続き、国際ロー

タリー、地区、クラブの情報をとりまとめ、掲載情報の収集等、紙面の充実に努めてまいりま

す。 ご協力、よろしくお願いします。                     （地区 ＩＴ・ガバナー月信委員会）  

国際ロータリー 

第2640地区 ガバナー事務所  

〒640-8331  

和歌山市美園町3-34 けやきONE 301号室  

TEL（073）426-2640  

FAX（073）426-2660 

http://rid2640g.com/fujii/ 

e-mail: fujii@rid2640g.com 
JR和歌山駅西口から徒歩7分  

阪和道、和歌山インターから約10分 


