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 第2623回例会 令和４年８月９日(火)晴れ 34 ℃ 

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

本日のプログラム　８月15日(月)　第2624回例会
《例会変更》早朝６：15例会　　法話城端別院
　　　　　担　当　　　古瀬喜八郎会長　　
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★ニコニコボックス　　　８／９　谷村賢治委員長

阪口ガバナー補佐　本日はよろしくお願いします。

古瀬君　阪口ガバナー補佐ようこそ。今日は宜しくお願い致します。

石﨑和君　阪口ガバナー補佐をお迎えして。

荒井君　富山第四グループガバナー補佐阪口政博様、お役目御

　　　苦労様でございます。ご指導よろしくお願い致します。

澤田君　阪口ガバナー補佐ようこそ。二度目のガバナー補佐、

　　　ご苦労様です。次は、がバナーとして……。今後、益々

　　　のご活躍、大いに期待しております。

川合君　盆前の蔵の整理を行っています。昭和33年福光町グラ

　　　ビア誌や日本抵抗器さんの社内報ほか、当時の手紙など

　　　整理中です。

牧　君　阪口ガバナー補佐、暑い中ありがとうございます。

大西君　1945年8月9日から77年永久平和を祈ります。危険な　

　　　暑さの中、阪口ガバナー補佐ようこそ。

船藤君　阪口ガバナー補佐ようこそ。２回目ご苦労様です。

森 雄君　坂口G補佐をお迎えして。8/21 親子ふれあいフェステ

　　　ィバル、よろしくお願いします。

木村君　暑い日が続き、草刈りや諸々で汗ビッショリになり、

　　　Downぎみになってます。皆さんも頑張りましょう。

高野君、松本君、中田君／阪口ガバナー補佐をお迎えして。

尾山君　コロナ感染してしまいました。10日間の自宅療養、長

　　　～く感じました。

野村君　尾山さんの元気な顔みられ嬉しいです。快気祝いやら

　　　んなんね。

榊　君　連日猛暑が続いてます。外仕事の大変さもありますが、

　　　昨日は、じっとしていても汗が噴き出てきました。熱中

　　　症になりそうです

山田清君　阪口ガバナー補佐ようこそ!!

本田君　炎天下での仕事はツライ。でも受け入れて頑張ろう!!

谷村賢君　毎日熱い日が続きますね。日々の体調とコロナに気を

　　　　つけて。すいません、早退します。

点　鐘　12: 30　 　古瀬喜八郎会長

司　会　　　　　　 谷村修基SSA

ソング　　　　　　「奉仕の理想」

ゲスト　富山第４グループガバナー補佐　阪口政博君(高岡西)

                               

次回の予定　　8月21日(日) 第2625回例会
《例会変更》親子ふれあいフェスティバル(小矢部川河川敷)　
９：00～15：30　担当　　森　雄一社会奉仕委員長　　

７月26日(修正出席率)

　５０．００％
（欠22・内メーク０）

７０．４５％
　（欠13）

８月９日出席率

  ４4
（免除2)

会員数

出席報告　　　　松本敏博委員長

会長の時間　　 　　　　古瀬喜八郎会長

　今日は富山第４グループ阪口ガバナー補佐のご来訪を賜り、

先程から会長幹事懇談会を行いました。例会では卓話をして戴

き、例会後、クラブアッセンブリーを行いますので、理事、役

員、委員長、入会２年未満会員の方出席お願いします。

　先週から、東北地方、新潟、福井に豪雨による甚大な被害を

齎しています。福井に関しては、北陸本線、北陸自動車道が土

砂崩れにより、通行止めになるなどしております。心からお見

舞い申し上げます。

　さて、７７年前の８月９日は長崎に原爆が投下された日で、

２度とあってはならないことですが、ロシアがウクライナ戦争

にて核の使用をチラチラさせていて不気味な感じです。

　本日の心がけること。日頃は選択肢が多いことは、良いこと

だと捉えられがちですが、一方で選択肢が多いために支障をき

たすということもあるようです。

　定年後の年金投資計画に関する研究では、会社が提示する投

資信託が十件増えるごとに、参加率が二％落ちるという結果が

出ました。　これは選択肢が多すぎると、どれを選べばいいの

か決めることが難しくなり、後回しにした結果、参加しないと

いう選択になったと考えられます。　アメリカのコーネル大学

の研究によると、人が一日に決断する回数は、無意識のものも

含めると三万回以上にもおよぶといわれています。

「目が覚めたけれど、起きようか」「コーヒーを飲むかお茶か」

など、私たちは、生活の中で何らかの決断を迫られます。「決

断疲れ」にならないためにも、「目が覚めたらサッと起きる」

など、良い習慣を蓄積しましょう。そうすることで、大事な局

面に遭遇した際に、決断力を発揮できるようになる筈です。

◆幹事報告　　　　　　　石﨑和三幹事
①G事務所より、月信８月号は、8月初旬発行予定。

②例会変更、取消しの案内…氷見中央、小矢部中、氷見、射水

　ＲＣより。

③8/15(月)　第2624回例会＝早朝例会(城端別院) 

　8/21(日)　第2625回例会＝《例会変更》親子ふれあいフェス

　　　　　　ティバル(小矢部川河川敷)　９：00～15：30

委員会・同好会報告　
● 親睦活動　　　　　吉田　実委員長

　７月26日納涼会ご参加ありがとうございました。

　次週は別院での早朝例会。予約いただいている、あんころは

1800円です。お釣りの無いようにお願いします。

● 社会奉仕　　　　　森　雄一委員長
　８月21日(日)親子ふれあいフェスティバルは例会扱いとなりま

す。(8/23は例会ありません)
　９時に集合し、鮎の塩焼きの準備を始めます。15時30分ま

での長丁場となるため、都合の良い時間帯だけでも皆さんのご

協力をお願いします。
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◆会報委員会 (長) 水口秀治 (副) 山田清志(委員) 谷口和尋、山田喜代美、森悦夫、西村 孝、野村守、大西正芳、古軸裕一、牧 千収、武田慎一、井沢正生、森雄一
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クラブ協議会

（今回の会報担当・山田清志）

◇卓話 「今年度の地区活動について 」　阪口正博ガバナー補佐 　(高岡西ＲＣ)

☆ニコニコボックス☆ニコニコボックス

　7 年振りに南砺クラブへお邪魔しましたが、懐かしい顔ぶれです。

　クラブ活動計画書を拝読しました。様々な分野で活発な活動を続けておられ敬意を表します。

活動計画書で、独自の表紙で作成されているのは南砺ＲＣと私の所属している高岡西ＲＣ

です。

現在のＲＩ会長は人を引き付ける話術で「ＤＥ I」を語りかける。

　性別、職業、人種など、ダイバーシティ（多様性）に対し、エクイティ（公平性）を持

ってすべての人が尊重されていると感じられるインクルーシブ（包括的）な文化を創り出

すことに取り組むロータリーを目指すべきだと。

　規定審議会。富山RCの若林氏が審議員となっている。審議に対しては反対を表明することも認められており、

５％の反対で執行停止となる。

　ＲＩへの分担金も 35 ドルから毎年２ドルの引き上げが提案されているが、各クラブは会員の減少などから財

政状態も厳しく、反対投票を行った。ＲＩにも自己改革を行っていただきたい。

　22 年の審議会において、各クラブの出席率をガバナ―に報告する意義が問われた。現在はコロナ禍でもあり、

メーキャップ期間を２週間から年度内に変更されたが、例会の取り消しなどもあり、皆出席を維持するのは容易

ではない。　また、高岡西ロータリーは出席率100％を維持しているが、報告のための出席維持になっていないか。

コロナ禍により休会が続くと、顔を見られなくて寂しい。本来の出席の意味を再認識すべきだ。

　２度目のガバナー補佐をさせていただき、呉西地区のクラブは全て訪問した。それぞれにカラーがあり感銘も

受ける。行って悪いものではない。

出席免除の会員について。

　私も母親の病気や介護で免除の申請をしているが、幸い休むことなく続けていられる。これから、ますます諸

事情で免除を求められるケースも出てくるだろう。

会員資格に所在地域がある。

　ロータリーの会員要件に、出席すること、雑誌を読むこと、会費を支払うことがある。その他、住所と職場が

管内にあることとされていたが、住所が除外された。そのため外国人などの加入もＯＫになった。

会員要件が次々と緩和になることについて、これまでの良さが変わってしまうとの声もあるが、時代に合わせて

行かなければならない。

ガバナーはクラブの支援を模索している。

　各委員長の前向きな姿勢を応援できないか、

管内の 64 クラブを訪問し考えをまとめたい

としている。その他、セクハラなどの危機管

理や、女性会員に対応した会員増強について

も、強い意思をもって活動している。

多様性、公平さ、インクルージョン（DE I）をイマジンする

　ジョーンズ会長は、ロータリーの文化が多様性、公平さ、

インクルージョン（DEI）を体現していくには、多くのこ

とを行う必要があると述べています。ロータリーに関わ

るすべての人の貢献を大切にし、公平さを助長し、人び

とをより温かく迎えるインクルーシブな文化を創り出す

ことを目指します。

各自が以下を行うことをジョーンズ会長は奨励していま

す：ロータリーにおける DEI についてより良く理解する

（定義の理解。互いの違いを尊重し、大切にすることなど）。

みんなを温かく迎え入れるクラブ体験をイマジンする：心地

よさと配慮

　クラブの環境と体験がすべての会員と参加者にとって

歓迎的で、インクルーシブで、楽しいものであるように

することが大切です。調査によって分かっていることは、

会員にとっての「心地よさ」と「配慮」が会員の満足度

を高める唯一かつ最大の要因であり、会員を維持するた

めの最善の手段であるということです。これは、会員と

参加者がロータリーとの関わりから何を求めているかに

ついて耳を傾け、理解することから始まります。なぜ退

会者が出るのかをより良く理解するために退会者アンケ

ートを行うことも重要ですが、退会するまで待つ必要は

ありません。ジョーンズ会長は、新会員の要望や期待を

理解するために、入会直後に入会者へのインタビューを

行うことをクラブリーダーに強く促しています。もちろ

ん、すべての既存会員に定期的にアンケート調査を実施

することで、会員としての体験について意見や感想を伝

える機会を与えることも重要です。
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規定審議会
　　　 より


