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12月は「疾病予防と治療月間」です。 
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世界を変える行動人 

2024年までのロータリーの行動

計画は、「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」ことです。 

表紙写真の提供は 

「JR海南駅イルミネーション」 海南東ＲＣ 



国際ロータリー会長 

 シェカール・メータ 



ガバナー メッセージ 

2021-22年度 国際ロータリー第2640地区 

ガバナー 豊岡 敬 

12月は「疾病予防と治療月間」です。 
 

 我々人類の歴史は、様々な感染症との闘いの歴史だったよ

うに思います。中世ヨーロッパを恐怖のどん底に落し込んだペ

ストの流行、100年前に流行し、第一次世界大戦を終了させたス

ペイン風邪、コレラや結核も近年まで命に係わる恐ろしい病気

でした。いずれの感染症も我々は克服をし、穏やかに生活を送

ることを実現してきています。ロータリーが根絶に努力をして

きたポリオの発症も、あとはアフガニスタンとパキスタンの2か

国を残すところまできております。その一方で、新たな感染症として新型コロナウィ

ルス（COVID-19）の感染症は未だ地球上で猛威を振るっております。多くの感染症は

手指の消毒や、マスクの着用、うがいの励行等、基本的な感染対策でかなり防ぐこ

とが可能です。要は身の回りを清潔に保つことが肝要であります。御坊中ロータ

リークラブでは、地元の幼稚園や保育所に感染症予防に関する絵本の配布支援を

行っているそうです。このような地道に行う啓蒙活動が感染症予防・疾病予防の第

一歩になると思います。感染予防・疾病予防は衛生教育や啓蒙活動からだと思いま

す。ロータリアンの皆さん、皆が健康で幸せな人生を享受するために身近な一歩を

踏み出しませんか？ 

疾病予防と治療月間 (Disease Prevention and Treatment Month)  

 2014年10月RI理事会は、12月を重点分野：「疾病予防と治療月間」としました。地域
社会の医療従事者 の能力向上, 伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれによる
合併症を減らすための、疾病予防 プログラム, 地域社会の医療インフラの改善,疾病
の蔓延を防止することを目的とした、地域住民 への教育と地域動員, 疾病またはケ
ガによって引き起こされる身体障害の予防, 疾病予防と治療 に関連した仕事に従事
することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間です。  



誰にとっても「健康であること」

は何より大切。でも、基本医療を

受けられない人は世界で4億人

と言われています。質の高い医

療を受ける権利はすべての人に

あると、私たちは信じています。 
 

 世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧

困を強いられています。私たちが疾病の予防

と治療に力を注ぐのは、このためです。病気

の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設ク

リニックや献血センター、研修施設をつくった

り、医師と患者と政府が協力できるインフラ

を設計するなど、世界中のロータリー会員

は、人びとがより良い医療を利用できるよう

支援しています。 

 マラリア、HIV／エイズ、アルツハイマー、多

発性硬化症、糖尿病、ポリオなど、人びとを苦

しめる病気の予防・治療や患者の支援に当

たっている会員も大勢います。衛生教育のほ

か、無料の定期健康診断や眼科・歯科検診も

行っています。 

ロータリーはこんな活動をしています 

 病気は何もせずに予防できるものではあ

りません。命にかかわる病気の蔓延を食いと

め、予防を徹底させるために、私たちロータ

リー会員は、医療従事者への研修、病気や衛

生習慣に関する市民への指導など、世界で毎

日、数百ものプロジェクトを実施しています。 

 世界最大の

公共保健の取

り組み、ポリオ

根 絶 活 動 で

は、携帯電話

やテキストメッ

セージの機能

が生かされています。 

  

 治療と予防

を通じてマラ

リアのない世

界を目指して

います。マラリ

ア撲滅活動を

ご支援くださ

い。 

 

 ロータリー

会員は、アル

ツハイマー病

と認知症との

闘いで蓄積さ

れた経験を基

に、病気への

理解の向上、

患者・家族への支援に当たっています。アルツ

ハイマー病への取り組みにご協力ください。 

疾病の予防と治療を支援するために、あなたにもできることがあります。 



【ガバナー公式訪問】  

11月4日 

田辺ロータリークラブ 

会長 玉井 洋司 

幹事 松本 哲 

 

 

 
 

11月5日 

白浜ロータリークラブ 

会長 堅田 真弘 

幹事 沼田 弘美 

 

 

 
 

11月8日 

太子ロータリークラブ 

会長 長尾 隆志 

幹事 間宮 美穂 

 

 

 
 

11月10日 

和歌山西ロータリークラブ 

会長 寺坂 義章 

幹事 石塚 宏介 

 

 



【ガバナー公式訪問】  

11月11日 

和泉南ロータリークラブ 

会長 髭 定幸 

幹事 池邊 豪俊 

 

 
 

 

11月16日 

関西空港ロータリークラブ 

会長 髙橋 克広 

幹事 宮内 良平 

 

 

 

11月17日 

岸和田ロータリークラブ 

会長 角家 篤 

幹事 石川 将之 

 

 
 

 

 

11月17日 

堺中ロータリークラブ 

会長 木下 和美 

幹事 竹内 伸雄 

 

 

 



【ガバナー公式訪問】  
 

11月18日 

和歌山城南ロータリークラブ 

会長 山縣 好希 

幹事 堂西 誠治 

 

 

 

11月30日 

御坊南ロータリークラブ 

会長 田ノ本 章平 

幹事 丸山 晋右 

ガバナー  豊岡 敬 

12月のガバナー公式訪問予定 

 12月1日  堺おおいずみロータリークラブ 

 12月2日  那智勝浦ロータリークラブ 

 12月8日  粉河ロータリークラブ 

 12月14日 高石ロータリークラブ 

 12月16日 富田林ロータリークラブ 



【ＲＩニュース】 

世界には5歳の誕生日を迎えずに亡くなってしまう子ども

があまりにも多くいます。赤ちゃんが健やかに成長できる

ように、ロータリーはお母さんと赤ちゃんの健康を守る活動

をしています。 



 ロータリーの雑誌写真賞エントリー期間がオープンしました。2022年
『Rotary』誌フォトコンテストにご応募ください。 

 受賞写真は、ロータリー誌の2022年6月号に掲載されます。 

応募サイトは、https://on.rotary.org/3cIsE4w  

ロータリー2022年写真賞 

 あなたの写真をアップロードして、あなたの経験を世界と共有してくださ
い。100年以上にわたり、写真はロータリー会員が世界に向けて物語を語る1
つの方法です。 ロータリー誌に掲載されるチャンスです。写真コンテストに
参加してください！ 

 

あなたの写真が『Rotary』誌に掲載されるチャンスです。 

写真はイタリアのロータリアン、

Luca Venturiさんが撮影したも

のです。        ---> 

https://on.rotary.org/3cIsE4w


【地区活動報告】 

米山記念奨学生 研修旅行  

 11月13日（土）～14日（日）の1泊2日にて、奨学生研修旅行を行

いました。 

 １日目は、和歌山駅集合から串本海中公園や那智勝浦・那智大

社参拝などを行い、2日目は、数時間の英語ガイド同伴による熊

野古道散策から本宮大社参拝、手捻りマグカップやろくろを使っ

ての茶碗づくりなどの陶芸体験を行いました。 

 本年度も少人数にての卓話研修

や会食なしなど、入学オリエンテー

ション以外は奨学生が集まり交流す

る機会がなかった中で奨学生同士

の交流を深めると同時に、地区内各

所の景勝地をまわり、また世界遺産

「熊野古道」の魅力と歴史を伝えま

した。大阪在住の奨学生も多く和歌

山の各所が初めてという子達もい

て地区内の景観、その歴史と美しさ

を感じ取ってもらえたと思います。 

 最後になりますが、ご協力いただ

きました皆様には大変お世話になりました。感謝申し上げるとと

もに無事に終了したことをお伝えさせていただきます。ありがと

うございました。 

米山記念奨学委員会 学友小委員長 新本 憲一 



ロータリー財団地区補助金(DDF)収支報告書  



【クラブ活動報告】 

 
”子ども囲碁フェスタ・堺”からプロ棋士誕生  

堺北ロータリークラブ 

広報委員長 池田 茂雄 
 

 当クラブでは2011年11月27日（日）を第1回目とした「子ども囲碁フェスタ・堺」を、当クラブ
主催で毎年1回開催しております。この活動は、堺市教育委員会・堺市子ども会育成協議会・日
本棋院・堺商工会議所の後援により、成長盛りの小学生を対象に囲碁の活動を通して、日本の
伝統文化である囲碁に子どもたちが触れてもらえたらと企画したものです。 「囲碁を知らな
くてもだいじょうぶ、みんなで囲碁を楽しもう、参加費は無料です」を合言葉に、堺市広報へ
の掲載や、堺市内各区役所など公共機関へのポスターの掲示、それに当クラブホームページ
による呼び掛けなどで、現在では堺市内を初め大阪周辺地区にも知れわたり、参加小学生に
父兄など同伴者を含め毎回百数十名の参加者があり、当クラブの定着した行事となっており
ます。 

 今年で10年目を迎えることが出来たこの行事で
すが、現在までに上級クラスである名人戦Aクラスに
参加して下さった当時の小学生の皆さん延べ百数
十名の中で、現在、3名の方が関西棋院プロ棋士と
して活躍されていることが分かったのです。 第1回
目参加者で名人戦Aクラス出場「優勝者 田中康湧
君 」、 同「準優勝者 辻篤仁君 」、 第2回目参加者
で名人戦Ａクラス出場「優勝者 渡辺寛大君 」、共に
当時小学４年生のこの3名が、難関を乗り越えて、い
ずれも15歳、16歳の時に見事「プロ棋士」になられ
たのです。 

 折からの第46期棋聖戦対局を見ていて、この3人が
先輩プロ棋士皆さんと肩を並べて対局されているの
を見てびっくりいたしました。 当時、対局風景を見て
いて、もしかして、この中からプロ棋士が生まれるので
はないかとの思いがありましたので、それが現実のも
のとなり驚くと同時に、当クラブとして光栄なことだ
と大変嬉しく思っております。当クラブとしては嬉しい
ことに時を同じくして関係者の方から、その節は貴重
な機会を与えて頂いたことに感謝しております。おか
げ様で息子は囲碁プロ棋士として人生を楽しく頑張っ
ております。あの時頂いた賞状がとても記念になり大
切に飾っております。ありがとうございましたとのメー

ルを頂きました。当クラブにとっては、このことが今後の活動をする上で、大きな励みになっ
ております。今後、益々のご活躍を祈念しております。頑張って下さい。 

 このところ、新型コロナウイルスの影響で行事が開催出来ない状態が続いておりますが、
一日も早い収束を願っており、行事が再会できる日を楽しみに待っております。 



 

和歌山県庁、正面玄関花壇 植替え作業 

和歌山中ロータリークラブ 

社会奉仕委員会 

 

 2021年10月30日（土） 午前10時よ
り、和歌山県庁正面玄関花壇のお花の
植替え作業を会員で行いました。 

 当クラブは和歌山県庁玄関前美化の
ため、四季折々の花の植え替えを1年に
数回行っています。この事業は、ロータ
リー財団地区補助金のご支援を頂きま
した。 

 和歌山県庁にお立ち寄りの際は是非 

ご覧下さい。 



 

岸和田３クラブ合同 「ロータリー奉仕デー」 

 

岸和田東ロータリークラブ 

社会奉仕委員会委員長 坂本 光文 
 

 今回の清掃活動については、第2820地区から
の発信で「ロータリー奉仕デー」として、海岸の
清掃を実施しようと全国のロータリークラブ及
び全世界のロータリークラブに向けて呼び掛け
られました。当地区もこの趣旨に賛同をして地区
内のクラブ、ロータリーファミリーに水辺の清掃
活動を呼び掛けました。 

 岸和田市が毎年６月に実施している港湾美化
啓発活動が、新型コロナウイルスの影響により延
期となり、１０月１４日～１０月１７日の期間で実施す
る事が決まりました。 

 岸和田３ＲＣ〔岸和田・岸和田東・岸和田南〕と岸
和田ローターアクトクラブは合同で、ロータリー
奉仕デーとして港湾美化啓発活動に、１０月１７日
(日) に参加いたしました。 

 なお、参加者は、日本のロータリー100周年を
記念して作成したベスト（藤井ガバナー年度）を
着用し清掃活動を行いました。 

 



 

 2021-22年度国際ロータリー会長のシェカー
ル・メータ氏は、会長肝いりのイニシアチブとして
「女児のエンパワメント（Empowering Girls）を挙
げています。その目的は、女児の安全、健康、教
育、福祉を向上させることです。 

 なぜ女児のエンパワメントが重要なのか。 

家族の健康が改善されます。 

 女児が教育を受けることで、収入が増し、家族
が貧困から脱します。女性が男性と同じ就労率で
働いた場合、2025年には世界総生産に28兆ドル
増加が見込まれます。 

 国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」に、ジェ
ンダー平等の実現が含まれています。私たちに
は、女児の権利を守り、福祉を推進し、すべての
女児が自身の力で未来を切り開けるようにして
いく義務があります。 

 会長イニチアチブの資料によると次のことが
分かります。世界では男児を好む傾向があり、世
界人口を見ると女性は男性より１億4000万人少
なくなっています。南アジアの女児5人中に1人は
重度の低体重に陥っています。HIV感染女児は97
万人に上ります。学校ではトイレの衛生管理が欠
如しており、女児欠席の原因になっています。児
童婚が多く、女性の学歴と収入の向上を妨げて
います。女児への暴力、虐待、人身売買の被害が
絶えません。思春期の妊娠・出産中の合併症が、
死亡の主な原因となっています。また、世界の9
億6000万人が非識字者で、その3分の2が女性
です。しかし、現代の日本では、これらの状況を想
像することが難しく、コロナ禍により海外交流も
減少しており、女児エンパワメント活動の手がか
りが掴みづらいのが現状ではないでしょうか。 

私もアンバサダーとしての役目に焦りを感じて
おります。 

身近なところから女児のエンパワメントを考える 

「おしん」をご存知でしょうか？ 

 1983年4月から1年間、テレビ放映されたNHK連
続テレビ小説の題名となった女性の名前です。こ
の番組は平均視聴率52.6％と非常に高く、朝の
放映時間中は水道の使用量が激減したと言われ
ています。この番組を子どもたちに見せるため

に、夏休み中に何度も放送されました。世界60以
上の国・地域で放映され、シンガポールで80％、
中国北京で75.9％、イランでは90％の高視聴率
となり、「経済大国の底力」とも評されました。発
展途上国を大いに勇気づけたと言われていま
す。おしんの国に憧れて日本留学を決めた米山
奨学生もいました。 

 おしんは1901年に山形県の山村で生まれまし
た。貧しさによる口減らしで7歳で米1俵と引き換
えに奉公（人身売買）に出されます。少女おしん
は、貧困、虐待、いじめ、修行の中で、奉公先の女
当主に習字、そろばん、帳簿つけ、生け花、茶の
湯、行儀作法の教育を受け、これが後の人生で大
きな力となります。関東大震災、第二次世界大戦
等で、商売の挫折、大切な人との別れを経験しな
がら、子ども、養子、養女を育て、魚行商からはじ
めて83歳で17店舗のスーパー経営に成功しま
す。まさに、経済大国ジャパニーズドリーム物語
です。おしんは、女児エンパワメントの好例です。
一人の少女が虐待や人身売買を経験しても、教
育やさまざまな修行を受けることで力づけら
れ、健康な家族を育て、社会経済の発展に貢献
できたのです。 

 世界を見ると、現在も「おしん」は沢山います。
活動規模の大小を問わず、世界中の「おしん」に
力を与えましょう。きっと家族を健康にし、社会経
済を支える力となり、世界の発展に貢献できるよ
うになるでしょう。 

 コロナ禍における女児保護への認識向上：国連
広報センターによると、都市封鎖（ロックダウン）
により、女性と女児に対する暴力のリスクが増大
しています。 

 教育におけるジェンダー平等の啓発：「男子は
わんぱく、女子は優しい」といった偏見が、将来
に無給の家事・育児・介護を女性に強いることに
つながります。また、理学・工学系での男高女低、
家政系での女高男低の違いが生じたりします。 

 クラブで「女児のエンパワメント」につながる
活動をされた場合は、ロータリーショーケースで
ご紹介ください。掲載される際は、女児のエンパ
ワメントのタグ（EmpoweringGirls2021）をご使用
ください。皆さまのご協力をどうぞお願いいたし
ます。 

「おしん」は世界中にいる 
〜 ロータリーの「女児のエンパワメント」の取り組み 〜 

女児エンパワメントアンバサダー、第2840地区パストガバナー 山田 邦子 



 

 

ロータリーボイスがリニューアル 
https://rotaryblogja.org/ 

 国際ロータリーの日本語公式ブログ「ロータリーボイス」にようこそ！このブロ

グには、ロータリー会員、ロータリープログラムの参加者、ロータリーの活動にボラ

ンティアで参加した方々などのストーリーが掲載されます。 

ロータリーボイス のホームが新しくなりました！ 

 最近の投稿に加え、関心別トピックと活動分野カテゴリ別に記事をお読みいただ

けます。https://on.rotary.org/32AVlPf 

 ロータリーのプロジェクトやイベントのストーリーをぜひご寄稿ください。これから

も海外や日本からのロータリーの話題をご紹介してまいりますので、フォローをよろ

しくお願いいたします。 

関心別トピック 

活動分野カテゴリ 

https://rotaryblogja.org/
https://on.rotary.org/32AVlPf














 

 

 

  ガバナー月信の表紙写真をご提供ください。 

 第2640地域内でご自身が撮影された写真（著作物の利用を許可できる作品）を
ご提供ください。 

 風景など、地域の様子をご紹介していただける写真(データ）をお願いします。 

 なお、ご提供が多数ある場合は、編集会議で協議し、決めさせていただきますの
で、予め、ご了解ください。 何卒、ご協力をお願い申し上げます。 

 

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 

e-mail : toyooka@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 


