
会長　足立　陽一郎

２０２２～２０２３年度  ＮＯ.６

　久しぶりの例会です。

8 月は、 愛知県の BA5 宣言に基づき、例会を休会といたしま

した。 この BA5 宣言は 9 月末まで延長されましたが、 感染

者数がかなり減少した事と、 9 月はガバナー補佐訪問を始め、

錦ロータリークラブとの合同例会ガバナーの公式訪問と、 大き

な行事がありますので、 本日より例会を再開いたしました。

　中々収まらない、 コロナウィルスのおかげで、 8 月に予定を

していました親睦の会も余儀なく中止の決断をしました。

何かこの2年間出来なかった色々な事が、そのまま延長された

感があり、7 月の会長挨拶でお話をしました、今期のクラブの

テーマある笑顔で親睦友情の輪を広げようの出鼻をくじかれ、

非常にがっかりしています。 コロナウィルスはこの先、冬には

第 8波が来るとされいますが、 ウィズコロナと考え、 今後も適

切に対応していきたいと思います。

　さて本日は、東名古屋分区の池森ガバナー補佐のご訪問をい

ただいております。 また、 分区幹事の足立一郎様、 分区副幹

事の山田典廣様、 地区スタッフの片岡憲明様もご来訪、ご臨席

いただいております。

名北ロータリークラブ会員一同心より感謝申し上げます。

　先ほど例会前に、 当クラブの会長 ・ 幹事 ・ 副会長 ・ 会長エレ

クト ・ 副幹事を交えて、 とても有意義な懇談会をさせていただ

きました。 また、 例会後のクラブ協議会におきましても、 より

良いアドバイスを頂だければと思います。

本日長時間にはなりますが、 宜しくお願いいたします。

　さて、実は私 8 月の頭に家族とハワイ旅行に行ってきました。

実に 2 年 7 か月ぶりです。 本日会長挨拶の中で、 今のハワイ

の話、 ハワイの皆さんがコロナに対する取り組みとか、観光業、

観光客、 物価はどのようになっているのかとか、 ハワイの現状

をお話しようと思ったのですが、 本日の例会は、この後池森ガ

バナー補佐の講話をいただき、 それから千種ロータリークラブ

様が来年の 2 月に開催される IM の PR をされるという事と、

米山奨学生の奨学金の授与と、 この後、 行事がいっぱいあり

ますので、 本日の会長挨拶は短めにしたいと思います。

ハワイの話は次回という事にしたいと思います。 ただ一言申し

上げると、 やっぱりハワイはとっても楽しかったという事です。
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池森由幸ガバナー補佐、 足立一郎分区幹事

　　　　　　　　Ｇ補佐訪問でお伺いしました。 宜しくお願いします。

吉田玄ＩＭ実行委員長　

　　　　　　　　Ｉ ＭＰＲの為にお時間を頂きありがとうございます。

ガバナー補佐卓話 　 トップ運動を行いましょう。

  ・ 自分の街からごみを無くそう

  ・ 河川の美化を図ろう

  ・ 海岸の美化を図ろう

  ・ 生態系を守ろう

4. ポリオ根絶への貢献

    ポリオ根絶募金活動をロータリー財団中心に実施し、地域社

    会へのアピールを行いましょう。具体的には、各地で計画され

    たイベント（例えばワールド・フード＋ふれ愛フェスタ）にて、地

    域社会への広報に努め、公共イメージ向上に協力しましょう。

5. 公共イメージ向上

  ・ 奉仕活動を地域社会にアピールしましょう

  ・ MY ROTARY の登録促進を図り、MY ROTARY サイトで

     提供されている資源を活用しましょう

  ・ ホームページの活用を促進しましょう

  ・ 地区内各委員会との連携を図りましょう

6. 地区大会　みんなで成功させよう！

    開催日 ： 11 月 12 日 （土） 名古屋観光ホテル、 13 日 （日）

　　愛知県国際展示場

    ホストクラブ ： 常滑ロータリークラブ

7. 第 10回ワールド ・ フード＋ふれ愛フェスタ （WFF）

    2023 年 4 月 15 日 （土） 16 日 （日）　エディオン久屋広

    場にて開催 WFF の３つの目的

(1)　収益金による人道的奉仕活動　（ファンドレイジング）

(2)　ロータリーの公共イメージ向上

(3)　ポリオ根絶に参加

8. 国際大会 （メルボルン） へ参加しよう

    2023 年 5 月 27 日 （土） ～ 31 日 （水）

    ガバナーナイトを開催しますので、 多くの皆さんの参加をお

　　待ちしています。
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　2022-23年度ジェニファー . E . ジョーンズ 国際ロータリー

会長により、 年度テーマは、 「IMAGINE ROTARY」 「想像し

てください、　私たちがベストを尽くせる世界を。

想像してみてください」 と定められ、 また、 国際ロータリー第

2760 地区　地区方針は、 篭橋 美久 （かごはし よしひさ） ガ

バナーにより、 未来を描こう、 笑顔でつなごう～一人一人のチ

ャレンジを力に！変化に対応できるクラブを目指して～と定め

られました。 具体的な活動方針は下記の通りです。

1. 計画的なクラブ運営と活動を行いましょう。

　　そのためには、数値目標を含めた年間活動計画をクラブセ

　　ントラルに登録し、 それを定期的に検証して、 年間目標に向

　　かってクラブ一丸となって実現しましょう。

2. 会員の増強をしましょう。

　　具体的には、 地区会員目標を5,000 人と定め、 達成に尽

　　力しましょう。

(1) 入会を目的としインターンシップ方式を導入し入会を促進

　　　　しましょう。

(2) 女性会員の在籍率を８％に増強しましょう。

　　　現在世界での女性会員は25％で、日本の女性会員は 7.2

　　　％ （2760 地区は 6％） ですので、 ジェンダー格差を改

　　　善していきましょう。

　　(3) 若い年齢層の入会促進にも取り組みましょう。

3. ゴミ投棄防止運動に取り組みましょう。

　　環境改善事業として、 身近な事から活動しよう。

　　特にごみ放棄、 海洋マイクロプラスチックの投棄に関するス

ニ コ ボ ッ ク ス

【本日はガバナー補佐ご越し頂きました。

　　　　　　　　　　　名北ロータリークラブ一同感謝申し上げます。】


