
皆さんこんにちは。大和中ロータリークラブ第45代

会長に就任いたしました石川達男です。よろしくお願

いいたします。本日は7月7日の七夕です。七夕とは

中国伝来の七夕伝説で織姫(こと座のベガ)と彦星

(わし座のアルタイル)が天の川を渡って1年に一度だ

け出会える7月7日の夜のことを言います。機織りのう

まかった織姫に願を掛けて短冊に願い事を書いて笹

竹に飾り付けたりします。平塚や仙台の七夕祭りが有

名ですが、梅雨の合間に見に行った記憶があります。

今年は6月末に短い梅雨が明けて、一気に真夏日の

連続で、熱中症の人が出るほどの暑さでした。今週は

台風が近づき、温帯低気圧になりましたが、九州、四

国では集中豪雨により土砂崩れなどの被害が出てい

るようです。

このような気象状況を見ると地球温暖化が影響し

ていると思われます。地球温暖化は海面の上昇から

熱波や干ばつ、大雨やそれによる洪水など気温上昇

の他に地球に住む動植物などの生態系にも影響を及

ぼしています。近年の台風の大型化や豪雨が頻発す

るのもこの影響のひとつであるとされております。この

問題に対して多くの国がパリ協定に合意して様々な

機関で対策をしております。 パリ協定は2015年12

月にフランス・パリで開催されたCOP21(国連気候変

動枠組条約)で、世界約200カ国が合意して成立しま

した。国際社会全体で温暖化対策を進めていくため

の礎となる条約で世界の平均気温上昇を産業革命

前と比較して、2°Cより十分低く抑え、1.5°Cに押さ

える努力を追求することを目的としています。すでに

世界の平均気温は、産業革命前に比べて、人間活

動によって約1度上昇しており、このまま経済活動が

続けば、早ければ、2030年には、1.5度の上昇に達

し、2050年には4度程度の気温上昇が見込まれてい

ます。

気温上昇を1.5度に抑えるためには、2075年頃に

は脱炭素化する必要があり、努力目標である1.5度

に抑えるためには、2050年に脱炭素化しなければな

らないことが分かっています。計算すると28年後の2
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【 本日のプログラム 】 7月14日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長、幹事

【 次回予告 】 7月28日 卓話 「特殊詐欺等防犯講話」 海老澤 善幸 様

【 第2052回例会】 令和4年7月7日（木） 【 司会SAA 】 北砂 明彦 君
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050年は私が99歳になり、それまでに脱炭素化が達

成されるという先の長い話であります。ロータリーでも

奉仕プロジェクトの中に環境問題を取り組んで、気候

変動と気候混乱の原因へのとりくみ、および温室効

果ガスの排出削減のための解決支援など様々な形

で取り組まれています。今の世代だけではなく、自分

の子や孫のためにも、考えていかなければならない問

題だと思いました。

①ロータリー文庫運営委員会からのお知らせです。ロー

タリーの友を含む様々な書籍を電子化した電子図

書館のご利用には今年度のユーザー名とパスワー

ドが必要になります。ご希望の方は事務局までお問

い合わせください。

②7月のロータリーレートは1ドル136円です。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

会員誕生日 原嶋 賢一郎 君 7月2日

竹野 国敏 君 7月3日

配偶者誕生日 新村 朝奈 夫人 7月4日

結婚記念日 新村 千成 君 7月13日

創業記念日 小栁 智裕 君 7月1日

藤田 方己 君 7月1日

入会記念日 新村 千成 君 7月1日

野口 宏 君 7月5日

北砂 明彦 君 7月7日

後藤 定毅 君 7月10日

「就任にあたり」

皆さん、あらためましてこん

にちは。大和中ロータリークラ

ブ第45代会長に就任いたしま

した、石川達男です。よろしく

お願い申しあげます。

今年度の会長ターゲットは、

「会える楽しみ、笑顔で奉仕、増やそう仲間」です。

例会で、皆さんにお会いし楽しい時間を過ごして、一

緒に奉仕活動に取り組み、そして多くの新しい仲間が

増えているようにしていきたいと思っております。そし

て今年度の理事会メンバーは、副会長 岸会員、会

長エレクト 野口会員、幹事 竹野会員、会計 大根

田会員、会場監督 小柳会員、直前会長 阿萬会

員、会員増強・会員維持委員会理事 北砂会員、

奉仕プロジェクト委員会理事 入江会員、ロータリー

財団委員会理事 髙橋政勝会員、公共イメージ委

員会理事 辻会員、副幹事 新村会員、そして私

石川の12名で1年間運営してまいります。各委員会

では、会員の減少により会員によって複数の役をお

願いすることになってしまいましたが、何卒よろしくお

願い申しあげます。

国際ロータリー2022～2023年度のジェニファーE

ジョーンズRI会長のテーマは「イマジンロータリー」で

す。ジョーンズ会長はラジオテレビ番組の制作を専門

とする会社の社長であり、カナダオンタリオ州のウィン

ザーローズランドロータリークラブの会員です。女性

初の会長としてご自身の体験で出会いと繋がりによる

「ロータリーマジック」の「力」について語りさらにDEI「多

様性」diversity「公平さ」equity「インクルージョン（包

摂）」inclusionsを率先して実現しあらゆる多様な会員

が活動に参加し、その能力を発揮することによってロー

タリーは変化に適応し改革を成し遂げることが出来る。

参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、

生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱意を生み出

し、地域社会への奉仕につながると述べられました。

大きな夢を抱き、行動することをロータリー会員に求

めています。「私たちには皆、夢があります。しかし、

その実現のために行動するかどうかを決めるのは私

たちです。想像して下さい。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

化をもたらせることを知っています。」

そして国際ロータリー2022～2023年度 の年次

目標です。４つの目標があります。

ロータリーのビジョン声明として、私たちは、世界で、

地域社会でそして自分自身の中で、持続可能な良い

変化を生むために、人びとが手を取り合って行動す

る世界を目指しています。優先事項1として 「より大

きなインパクトをもたらす」の目標です。

1．ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調する。

2．2025年までに恒久基金を20億2500万ドルとし、

年次基金とポリオプラスへの寄付を増やす。

3．特にロータリーの七つの重点分野において新たな

パートナーシップを築き、同分野で成果をあげてい

るクラブ、地区、国際プログラムおよびプロジェクトに

スポットライトを当てる。

優先事項2として 「参加者の基盤を広げる」の目

標です。

１．影響力を持った人びと、目的に基づき行動する

人びと、世界を変える行動人としてロータリーの国

際的な立場を向上させる。

２．新しく革新的なクラブや参加を促す経路を新設し、
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発展させる。

優先事項3として 「参加者の積極的なかかわりを

促す」の目標です。

１．個人的成長、リーダーシップ開発、奉仕、ネットワー

クづくりの機会を通じ、ロータリーの中核的価値観

を支える会員の参加促進ツールを向上させる。

２．特にロータリー、ローターアクト、インターアクトクラ

ブのすべての参加者の連携を強める。

優先事項4として 「適応力を高める」の目標です。

１．バーチャルでのつながりの活用を支援・推奨し、

対面式の会合、研修、ファンドレイジング、奉仕プロ

ジェクトを最適化する。

２．ロータリファミリーのすべてのリーダーシップレベル

での多様性、公平さ、インクルージョンが実現でき

るような取り組みを強化する。

３．ロータリーの奉仕提供およびボランティアリーダー

シップの構成を見直し、効果を高め、責務および説

明責任の所在をより明確にする。

続きまして第2780地区の佐藤祐一郎ガバナーと

地区活動方針の紹介を致します。佐藤祐一郎ガバ

ナーは津久井中央ロータリークラブの所属で職業分

類はゴルフ場経営です。ロータリー歴は29年になりま

す。｢イマジンロータリー｣イメージしましょう。ポリオのな

い世界、みんなが安全な水を使える世界、疾病の無

い世界、全ての子供が読むことのできる世界、やさし

さ、希望、愛、平和を想像しましょう。ひとり一人あら

ゆる全ての会員が役割を持ち、楽しんで積極的に参

加できるクラブの結集こそイマジンロータリーの実現に

近づきます。ロータリーはクラブが原点です。そしてひ

とり一人の会員が大切です。もっと学びそれぞれの能

力を活かし、クラブの力を合わせてイメージした世界

の実現を目指しましょう。

一つ目のタイトルは「取り戻そう！」です。

COVID－19による2年間あるいは117年のロータリー

の歴史の中で会員として、あるいはクラブとして、失っ

たり、忘れたり希薄になってしまったものがあるとすれ

ば、変革と共にもう一度取り戻すべきものを確認し、

取り戻しましょう。それは会員数であったり、親睦活動、

奉仕活動であったり、寄付であったり、IMであったり、

RYLAであったり、学ぶ機会と充実した例会であったり、

ロータリーの誇りであったりします。これらを取り戻しま

しょう。

二つ目のタイトルは「記憶に残る年にしよう」です。

ロータリーの基本はクラブ、さらに言うなら会員ひと

り一人です。団体としての協調性、その目的やモラル

に反しない限り、クラブの自主性や自立性は守られ最

重視されています。だからこそクラブはロータリーの目

的に向かって独自性を発揮し特徴ある生き生きとし

たクラブになるべきです。そのための努力が必要です。

ひとり一人の行動と精神性こそ誇るべきものではない

でしょうか。ジェニファー会長はとても印象的なテーマ

を掲げました。クラブで考え、今まで成し遂げていない

ようなことに向けて行動し新しい歴史を作り、クラブに

とって印象的で記憶に残る年度にしましょう。どんなこ

とでも構いません。クラブで考え、ひとつ今までにない

記憶に残る成果をあげましょう。

例えば、親睦活動、増強、奉仕活動、寄付、学ぶ

機会、規定審議会や決議審議会への提案、戦略計

画や長期計画の作成、公共イメージ向上、姉妹クラ

ブ、ロータリー賞などです。

続きまして大和中ロータリークラブの活動方針を説

明させていただきます。今、各委員会の委員長さん

には委員会を開催して活動計画を話し合って決めて

いただくことをお願いしてあります。例会では従来行わ

れていた3分間スピーチをやめて、会員による卓話を

増やしていきたいと思っております。月毎のロータリー

の話や世の中の話題となっている問題などをテーマと

して卓話をして話して頂きたいと思っております。例え

ばSDGS（持続可能な開発目標）は国連で採択された

17のゴールと169のターゲットからなる国際目標です。

このような環境問題、カーボンニュートラルなどの話

を、卓話で扱って頂きたく思っております。親睦活動

では、従来行っている例会での各会員の誕生日や記

念日のお祝いの発表をして頂きます。そして夜間例

会、移動例会、家族例会は志向をこらして開催して

楽しく過ごし、会員同士のつながりを強めていきたいと

思っております。それから各種同好会も親睦の集い

であります。ゴルフ同好会、ノルディックウォーク歩こう

会、カラオケ同好会、ダンス同好会があり、特にゴル

フ同好会は活発に活動しており昨年度は6回開催し

て頂きました。残念ながらダンス同好会は先生の都

合が悪くなってしまい廃部となってしまいましたが、ゴ

ルフ同好会、ノルディックウォーク歩こう会、カラオケ

同好会は親睦の和を広げていって頂きたいと思って

います。

そして会員増強が我がクラブにとって一番重要な

課題だと思っております。私が入会したのは10年前

の3月ですが、今は亡き横澤さんから声を掛けられた

のがきっかけでした。「私が来年会長をやるので入っ

てくれないか」と話されました。横澤さんからの何度と

なく声を掛けられ、ロータリーの内容はよく知らないま

ま入会を決意しました。それから私がJC出身のため、

知っているメンバーがいたことも入会の手助けとなっ

ていたようです。ロータリークラブの意義や入会のメリッ

トなどを話して入会してもらうこともとても大切だと思い

ますが、メンバーからの勧誘を繰り返し、繰り返しして
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もらうことがもっとも重要なことだと思っております。入

会の資料や申込書は会員増強委員会で全てそろえ

てありますので、皆さんと共に行動して今年3名以上

の増強をしていきたいと思います。

そして奉仕活動は、継続事業としての交通事故撲

滅大作戦、松風園の子どもたちの映画鑑賞、特殊詐

欺被害防止の寄席の開催があります。いずれも今ま

で通りに開催できるか色々と障害があるかと思います

が、何とか開催に向けて努力し、今までのにぎわいを

取り戻したいと思っております。

そして国際奉仕・姉妹クラブ活動は、東慶州ロータ

リークラブとの交流です。5代目寺田会長の時に姉妹

クラブを締結して以来40年間、交流を続けてまいりま

した。しかしながらコロナ感染による影響でここ2年ほど

相互訪問が出来ていませんが、インターネットのズー

ムよるご挨拶は続けられております。今年はリアルな

相互訪問が実現出来ることを願っております。

そしてロータリーへの寄付ですが、ポリオ根絶のた

めの40＄、ロータリー財団への200＄、米山奨学へ

の2万円です。金額は個人の意思でございますのでこ

れ以上多く出すことへの問題はございませんが、目

標としての数字として、お考え頂ければ幸いです。

それから青少年育成基金は、昨年で市内中学校

に対する助成が一巡し、区切りとなりましたので

今年度は、実施要項を新しくして市内小学校に対

して助成をしていく方針となりました。新実施要項は

検討委員会で審議し、4月の理事会で承認済みです

ので、現在、大和市教育委員会と覚え書きを交わし

て手続きを進めております。青少年育成基金は、故

長谷川清一氏が青少年の育成事業に熱心でありまし

てその遺志を継いで発展させてきた事業であります。

そして多くのクラブの会員からの寄付で成り立っており

ます。スマイルは例会時に頂いておりますが、青少年

育成基金としての寄付もスマイルのように金額でよろ

しいのでお願いできればと思っております。

そして、2月11日には、第6グループのIMが海老名

レンブラントホテルで開催することが

決定しております。ホストクラブとして主管し開催し

ていきますが、入江IM実行委員長の下、皆さんの力

で、すばらしい記憶に残るIMの開催に向けて進めてい

きたいと思っております。色々お話ししてまいりました

が、今年の会長ターゲットは「会える楽しみ、笑顔で

奉仕、増やそう仲間」とさせていただきました。「会え

る楽しみ、笑顔で奉仕、増やそう仲間」です。例会で

会える楽しみを分かち合い、奉仕活動、増強活動を

皆様と共に進めていきたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。
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石川 達男 会長、竹野 国敏 幹事
いよいよ新しい年度が始まりました。楽しい例会になる

ように勤めます。1年間よろしくお願いします。
阿萬 正巳 君

石川会長、竹野幹事、いよいよ始まりましたね。長いよ
うで短い1年間です。しっかり楽しんで下さい。
後藤 定毅 君
石川会長、竹野幹事、一年間クラブ会員のため、尽力

をお願いいたします。期待しています。
髙橋 政勝 君、髙橋 清 君

石川会長、竹野幹事の出港おめでとうございます。コロ
ナ禍の中での航海、無事をお祈りいたします。
長野 俊八 君

石川会長、竹野幹事、一年間ご苦労様です。コロナも
まだ治らないようですが、頑張ってください。
辻 彰彦 君、中村 友彦 君
石川会長、竹野幹事、1年間よろしくお願いいたします。

岸 幸博 君
石川会長、竹野幹事、いよいよスタートですね。1年間

頑張りましょう。
橋本 日吉 君

石川・竹野丸、本日出航ですね。一年間の航海、ご健
闘を祈ります。
鈴木 洋子 君、入江 公敏 君、新村 千成 君

石川会長、竹野幹事、1年間よろしくお願いします。頑

張ってください。
北砂 明彦 君
石川会長、竹野幹事、いよいよスタートしましたね。一

年間が楽しく笑顔あふれる年となります様祈ります。入会
祝いありがとうございます。
野口 宏 君
①石川会長、竹野幹事、1年間よろしくお願いします。私
も出来る限り頑張って活動します。

②創業記念日のお祝いありがとうございます。
藤田 方己 君
①石川会長様、竹野幹事様、本年度よろしくお願いしま
す。

②入会記念日のお祝いありがとうございます。ちょうど10
年となりました。これからもよろしくお願いします。

新村 千成 君
妻の誕生日お祝いありがとうございます。綺麗なお花が

届きました。結婚25年を迎えることが出来ました。今まで
もこれからも妻一筋です。
竹野 国敏 君
誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。

大根田裕志 君
石川会長、竹野幹事、本年度よろしくお願いいたします。

小野 泰弘 君
石川会長、竹野幹事、ほか会員の皆様、新年度もよろ

しくお願いいたします。

スマイルボックス 小野 泰弘 委員 本日 ￥23,000 累計 ￥２３，０００


