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◆会長挨拶 会長　加藤　盛也
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◆ビジターゲスト挨拶
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◆卓　話
 国際ロータリー第2770地区　ガバナー 松本　輝夫 様
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　畔上　順平
◆出席報告 出席委員会　杉下　　智
◆閉会点鐘　 会長　加藤　盛也

基本的教育と識字率向上月間

みなさんこんに
ちは。本日は、第
2770地区松本輝夫
ガバナー公式訪問
例会となります。
本日、例会に先立
ちガバナーと会長・幹事、次年度会長・幹事懇談会を
Zoomで開催いたしました。立て続けに開催されてき
た地区開催のセミナーの画面でお見受けしていたので、
冒頭より親近感を持ち和やかに進めさせていただきま
した。松本ガバナーには、後ほど卓話をいただきます
のでよろしくお願いします。

さて、現在35周年実行委員会栗田委員長、会田副委
員長、畔上社会奉仕委員長を中心に企画を進めている

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　加藤　盛也

会員数：53名／出席数：30名
出席率：62.3％
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　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　隅田　　敏

幹事報告をさせて頂きます。
次週９月23日は祝日のため休会となります。次回の

例会は、９月30日木曜日12時30分よりリモート開催と
なります。IDなどはいつもと同じですが、あらため
てご案内致します。

幹事報告は以上です。

第20回の記念大会を迎える越谷市高校野球大会の開会
式に参加してもらう法政大学応援団団長と団員、チア
リーディング部渉外責任者と部員の４人と私たち４人
で13日㈪に越谷市民球場の下見をしに行きました。

私たちの世代で応援団といえば嗚呼花の応援団の青
田赤道の破天荒な振る舞いを連想しますが、実際に
会った彼らは大変礼儀正しい青年達で、チアリーディ
ング部の女学生達も同じく礼儀正しく、活き活きとし
て、会田さんの車で越谷駅から市民球場に移動する車
の中で、「何故、応援団に入部したのですか？」の問
いに「一生懸命頑張っている人を応援したいからで
す。」と明確に答えてくれました。コロナウイルスの
影響で箱根駅伝をはじめとした競技会場へ出向けない
ことを非常に残念がっていました。

彼らに市民球場の施設を案内して、会田さんから当
日のプログラム等を説明すると、彼らは当日の控室の
場所や控室からグランドまでの動線、更に本番を見据
えた立ち位置の確認、ウォーミングアップの場所を真
剣に確認をしてくれました。今回10月31日に予定して
いる開会式がコロナウイルス感染終息の中で、私たち
クラブのメンバー、学校関係者、更に一般の観客にも
観てもらえる状況下で開催できることを強く望んでい
ます。改めて例会において会員みなさんに記念大会の
説明をさせていただきますが、この大会は、クラブ創
立35周年記念事業の一つに位置付けております。多く
の会員と盛り上げられる企画となっていますので楽し
みにしていてください。35周年実行委員会、社会奉仕
委員会のみなさま引き続きよろしくお願いします。

最後になりますが、少し心配なご報告となります。
今年度私の会長職を陰で支えていただいている大内会
員が９月11日に段差に気付かずに転んでしまい、獨協
医科大学に搬送され、大腿骨頸部骨折と診断となった
そうです。昨日無事に手術を終え約２週間入院し、そ
の後リハビリ病院で２週間入院になるそうです。本日
のガバナー公式訪問例会に参加できない痛恨の想いと、
間違った噂が先行することが無いように正確に皆さん
に伝えて欲しいとのメッセージがありました。一日も
早い回復を祈っています。

それでは、松本ガバナー本日は長時間となりますが
よろしくお願いします。

次の例会の案内

第1653回 9月30日

会社創立祝卓話
国際奉仕部門セミナー報告

米山記念奨学部門セミナー報告

越谷東ロータリークラブの皆様　こんにちは。
本日のガバナー公式訪問は第８グループで三クラ

ブ目ということになります。皆様と一緒に参加させ
ていただきますが最後までよろしくお願い申し上げ
ます。

さて、コロナ感染者の数値もだんだんと減少して
いるようですが、出口の見えない不安感はいまだに
払しょくされていません。

このような状況下でのロータリー活動、そして本
日のガバナー公式訪問がオンライン形式で開催され
るということはやはり仕方のないことであると思っ
ております。

しかしながら年度行事のハイライトの一つである

と思いますと誠に残念であり、このような思いは私
だけでなく、皆様にとっても同じではないかと思い
ます。

ただし、今のようにインターネットが発達した時
代だからこそ、オンラインでの例会や、公式訪問が
行えると考えれば不幸中の幸いであったようにも思
えます。

このような状況を好機と捉え、将来的なオンライ
ンによるロータリー活動の発信に備えて更なるネッ
ト環境を整えていただきたいと思います。

本日は長丁場になると思いますが最後までよろし
くお願い申し上げます。

ビジターゲスト挨拶

国際ロータリー第2770地区第8グループ
ガバナー補佐　小林　光則 様



クラブ協議会
■会場監督（S.A.A） 原　　美光
　・会場監督は、例会場の秩序と品格

を保ち、「さすが東クラブだね」
と言われるような例会運営が出来
るよう監督します。

　・決められた時間内で例会が終了で
きるよう会員の協力を依頼します。

　・楽しいクラブ運営が出来るよう監督します。

■会計 青木　伸翁
細則にある任務に基づき、クラブ

のすべての資金を管理し、中間報告
をするとともに、年度終了後には速
やかに決算報告をします。その為毎
月帳簿等の確認等必要な業務をして
まいります。前期会費につきましては全会員から遅
滞なく納入していただき有難うございました。今後
もご協力を宜しくお願い申し上げます。

■会計監査 秋山　　坦
クラブの会計監査は年度計画書

に基づく予算に対する決算の執行
の確認ですが今までは年度終了時

（年１回）監査し報告して来ました
がそれでは差異が生じている場合、
是正指示が出来ませんので会計報告に合せ年２回

（中間・最終）レビユーして行きたいと思っており
ます。

■会員増強部門 中村　　猛
今年度、会員増強委員会の方針・

抱負は加藤会長の運営方針「みんな
で躍動、更なる発展」を尊重し、み
んなで明るく楽しく喜びあえるクラ
ブ活動を推進して行きます。小委員
会の３人の委員長さんと連絡を密にして情報提供を
頂き会員維持と会員増強を強化していきます。現在
コロナ禍の中でも、会員同士のコミﾕニケーション
は大切です。会員企業への会社訪問、電話連絡をま
めにして退会防止に努めてまいります。

そして今期、増強目標は純増５名です。若くて優

秀な人材、女性会員をターゲットにしております。
具体的には他団体との交流の中でロータリーの奉仕
の精神を熱く伝えて会員増強の目標を達成していき
ます。中間目標として12月末迄に３名の新入会員の
増強を達成したいと思っております。会員皆さんの、
紹介・推薦をお待ちしております。よろしくお願い
します。以上です。　

■勧誘委員会 岡崎　愛子
勧誘委員会委員長の岡崎愛子です。

加藤会長の要望通り、男女問わず、
価値観を共に出来る極力若い会員を
増強したい。会長方針にのっとって
行きますが、特に女性会員の募集に
力を入れたいです。我がクラブは　現在３名の女性
会員がおりますが、13年間女性会員は一人も入会し
ておりません。私たち３名の女性会員も、もう若く
ないのでぜひ今年こそ若い方に入会して頂き引きつ
ないで欲しいと思います。どうか会員の皆様、入会
して頂けそうな方を探して情報をください。どうぞ
よろしくお願いいたします。

■会員選考維持委員会 宮下　智之
理事会の要請を受けて、推薦され

た会員候補者について職業分類と会
員資格の要件を充足しているかどう
かの調査を行い、理事会に報告する
ことが任務です。理事会の判断に役
立つよう充実した調査報告をするよう努めます。

また、会員の「増強」と「維持」をテーマにした
フォーラムを、勧誘委員会と協力して、開催するよ
う努めます。

■オリエンテーション・教育委員会 浜野　隆浩
ロータリーの友誌などを使用して、

会員に奉仕の心、奉仕の実践に関す
る情報を提供すると共に、すべての
会員を対象とするロータリー研修会
を年２回行なう。また会員候補者に
対しロータリークラブの会員の特典と責務に関する
情報を提供し、入会してから最初の１年間、新会員
のオリエンテーションを実施する。さらに、公共イ
メージ委員会に対し一般向けのロータリー情報を提
供します。



■公共イメージ委員会 宮下　智之
各例会ごとに会報を作成して、こ

れを会員に配布するとともに、クラ
ブのホームページにも載せて、クラ
ブの公共イメージアップを図ってい
きたいと思います。

クラブのホームページもございますので、これを
更新してクラブの公共イメージアップを図っていき
たいと思います。

マイロータリーの全会員登録に向け努力します。

■クラブ管理運営部門 大内　一幸
 代理　隅田　　敏

社会情勢は世界的な規模でコロナ
一色のようです。ロータリーにおい
ても「新しい標準」が必要とされて
います。奉仕の理念に基づき、「今」
より少しでも良い世界を構築するた
めに何が出来るか？

クラブ管理運営部門の任務は、五大奉仕部門のう
ちの「クラブ奉仕部門」であり、管理運営部門に属
する５委員会がしっかり連携して、奉仕の心がさら
に育まれるよう活動してまいります。

具体的には、今朝の懇談会で松本ガバナーからも
示唆を頂いたように、「ロータリーは自分の成長に
磨きを掛ける、そういう場なんだ。」と感じてもら
えるような環境をつくる、そのための「しっかりし
た例会運営」、「充実した卓話」を準備するとともに、
クラブ内の同好会や委員会ごとの飲み会などの親睦
を含めて楽しいクラブ運営を行なってまいります。

■未来委員会 浅水　輝子
粒ぞろいの素敵なゲストに心弾み

心待ちにしていましたが残念ながら
zoom参加…。本当にお会いできる
日を待つより仕方がありません。年
度計画書に豊かかに盛られた諸々の
企画やイベントなどの文字を見ながら悔しさを抑え
られません…。心がおれそうになりゲストの皆様の
心中お察し申し上げます。本日は親しく話題豊富な
お話を頂き楽しませていただきました。弁護士会の
海外研修では松本ガバナーには大変お世話になって
おりとても懐かしく、加えて小堀憲助先生の話題な
ど滑らかな語調で貴重なお話を伺わせていただき感
謝申し上げます。コロナ事情が好転して皆様の宝物
のような溢れるそのお力をクラブ活動にて私たちに
ご教示お願い申し上げます。ご活躍を楽しみにして
おります。

■プログラム委員会 山﨑　勝己
会長要望を理解し、会員の皆様が

楽しく有意義な時間を共有できる例
会プログラムを企画・実施したいと
思います。

コロナ禍で、外部の卓話者をお招
きすることが難しい状況ではありますが、Zoomな
どを活用し、外部及び会員のたくわも実施していき
たいと思います。

その他、通常例会が開催できない中でもオンライ
ンにてフォーラム・シンポジウムも行っていきたい
と思います。

コロナで委員会も開催できない状況ではあります
が、連絡を取り合いながら皆さんが参加したい例会
の開催に努力していきたいと思いますので、宜しく
お願い致します。

■親睦友愛委員会 佐久間　誠
 代理　中村　　猛

皆さん、こんにちは本日、佐久間
委員長が、外せない仕事があり親睦
友愛委員の中村が代理発表させて頂
きます。

この委員会は、親睦と奉仕は車の
両輪の関係にあるとの理念の下、クラブ例会を会員
同士が真の友情を結ぶ最良の場とするように努める
と共に、会員間の交流と友情を増進させるための諸
事業を企画し、会員にそこへの積極的参加を奨励し、
企画する。との任務でございますが、現在コロナ禍
緊急事態宣言下であり例会も完全Zoom例会となり
委員会の目的を果たす事が出来ていないのが現状で
あります。その中で新型コロナ感染拡大防止を優先
的に考え、会長要望でもある入会３年未満の会員さ
んに積極的に参加を呼びかけ、出席率向上に向け、
全会員同士が親睦を図れるイベントを工夫して企画
していきます。

緊急事態宣言が外れる事を前提に今後の親睦行事
予定としてクリスマス例会は12月23日㈭ギャザホー
ルハウスオブマカロンを予約してあります。そして
夜間例会は他の委員会と共催で親睦を深める予定で
す。そして最終例会はザ・オオクラ東京を予約済で
す。コロナ感染の早い収束を願うばかりです。以上
です。

■出席委員会 杉下　　智
ロータリアンの基本は例会に出席

することです。“悲観の中に生まれ、
懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し”



と言うのは相場格言でなく、今まさにコロナ禍こそ
がこれです。目先に惑わされず寒い時期のインフル
エンザにも目を向けて健康管理する事が出席率の向
上にもつながります。昨今の出席率を受け入れつつ、
努力に不足は無かったか、向上心を意識しながら、
出席率がもとにもどるまでシッカリと対応出来るよ
う努力していくことにします。気持ちを忘れずに出
席率の向上に努めてまいります。

■会場運営委員会 橋本　政行
会場運営委員会の橋本です。この

委員会の任務と致しまして、例会、
その他の会場の設営と司会進行を行
います。委員会方針・抱負と致しま
して５つあり、１つ目としまして例
会の運営をスムーズに進められるよう準備に努めて
参ります。２つ目としましてプログラム委員会と連
携をとり楽しんで頂ける例会に努めて参ります。３
つ目としまして月に一度は例会の着席位置を考え各
会員同士が交流を持てるよう努めて参ります。４つ
目としまして当日の司会担当者の出欠の連絡確認す
るよう努めて参ります。最後に５つ目としましてド
ア当番表の作成・周知徹底に努めて参ります。　

■奉仕プロジェクト部門 小林　賢弘
この部門では、奉仕を基礎とした

世界平和の実現というロータリーの
究極の目的のために、そして新型コ
ロナウィルスの影響を受け困窮して
いる方々の希望となる活動をより多
くの会員に参加していただきたいという加藤会長の
ご要望を実現するため努力して参ります。

また奉仕部門４委員会の総括責任者という立場で
はありますが、大先輩である委員長の皆さんにご指
導をいただきながら、コロナ禍で未だ活動は限られ
ていますが、できることを見つけてベストを尽くし
ていきます。

そして、奉仕部門委員長・会長エレクトという視
点からクラブ全体を見つめ直して、何がクラブのた
めになるのか、どうすれば選ばれるクラブになれる
のかについて考え、北林副幹事と一緒に次年度への
万全の準備をしていこうと思っています。

■職業奉仕委員会 小暮　進勇
今年度、職業奉仕委員会を担当し

ております小暮です。それでは、当
委員会について報告をさせて頂きま
す。

年度計画書48ページをご覧頂きたいと思います。
委員会構成は記載されております通りですが、天田
会員が勤務の都合で退会致しております、後任の飯
島会員と入れ替わっておりますが、総数は変わらず
９名で務めさせて頂きます。

当委員会の任務、［委員会方針・抱負］は、記載
の通りであります。

最初の会長要望①でありますが、記載の通り第一
例会に輪番にて行っております。前回のみプログラ
ムの変更があり第二例会に実施致しました。今後も
輪番（P48記載）にて順次実施して参ります。

次に、会長要望②でありますが、現時点では、親
睦旅行と併せて行う予定と致ししております。実施
次期、行先等については、今後、会長、プログラム
委員長、親睦委員長等の意見を伺い感染症の状況を
加味した中で委員会を開催し協議を重ね実施するこ
とと致しております。

続いて会長要望③でありますが、５月13日開催の
クラブ協議会での配布資料記載の会長要望③に「会
員同士が、各々の職業を理解する機会となる企画を
お願いします。」とありましたので、過去に好評で
あった2007年度、2008年度に実施した企画を再度、
実施することと致しました。これは、

〇クラブに、誕生・結婚祝いがあるように会社、
事業所の創立を祝い披露する機会があってもいいの
ではないか、日頃より顔なじみの仲間でも仕事は良
くわからないという声からこの機会を通し改めて理
解を深めて頂きたいという企画です。

〇この企画は、当時「もっとメンバーを知ろう」
ということで、スタートした企画です。１年にわた
りプログラム委員会より割り当てられた時間にお二
人程度から、会社創業時の苦労や勤めていた時のエ
ピソードなど併せて懐かしい写真、当時の建物、風
景等をスライドで拝見しながらお話しをして頂く企
画であります。

今年度はこれまでに、
⑴　2021年７月15日　第1645回例会
　　　⇨加藤 盛也会員、隅田 敏会員
⑵　2021年８月５日　第1647回例会
　　　⇨五十嵐久幸会員
⑶　2021年８月19日　第1648回例会
　　　⇨田中 基章会員
このように実施しております。
次回は、
⑷　2021年９月30日　第1653回例会
　　　⇨大野祐肇会員、畔上順平会員
⑸　2021年10月14日　第1655例会
　　　⇨２名程度が予定されております。



今後も、会長要望を着実に進めて参る所存であり
ます。以上、職業奉仕委員会よりの報告とさせて頂
きます。

■社会奉仕委員会 畔上　順平
本クラブの事業の柱でもある社会

奉仕、特に地域貢献プログラムにつ
いて、ウイルス感染拡大の状況を確
認しながら慎重かつ力強く取り組む
必要があると考えております。特に
柱となる三つのプロジェクトについては既に下記の
通り進行しております。
①地区補助金大口枠活用

５月の地区補助金大口枠プレゼンにて既に採択が
決定し、９月上旬に市内小学校に新設された特別支
援学級へ「埼玉県産材を使用した家具」の支援を行
いました。今後は贈呈式を含め、学校への正式な報
告を行う予定でおります。今回の支援をきっかけに、
クラブとの継続的な関係を築くような仕組みを構築
したいと考えております。
②越谷市民まつり

今年は例年の市民まつりとは違ったプログラムで
現在進行しております。当クラブで担当していた交
通安全パレードが中止となり、インターアクトクラ
ブ（越谷東高校）と行なっている交通遺児募金活動
と大道芸イベントについても中止となりました。主
催団体と越谷市の運営方針に従い、社会奉仕の機会
にしたいと思っております。
③第20回越谷市高校野球大会

第20回の記念大会をクラブ創立35周年記念事業の
中のプログラムの一つと位置付け、高校球児や野球
が好きな子どもたちに夢の舞台を届けられるよう、
例年以上に華やかで感動的な高校野球大会の開催を
企画しております。特に開会式での市内高校生によ
る吹奏楽演奏、合唱と法政大学応援団による演舞披
露を検討しております。また大会終盤において県内
強豪校との特別試合の検討を進めております。

また、各例会でのスマイル集めや連絡票の取りま
とめを積極的に行う事を通じてクラブの会員全員が
社会奉仕活動に積極的に参加することを促したいと
思っております。越谷東ロータリークラブの35年に
渡る伝統と歴史を大切にしながら、新しい手法を取
り入れ、会員の皆さんが奉仕の原点を感じて頂ける
活動に努めたいと思います。

■国際奉仕委員会 大野　祐肇
今年度は、コロナも終息し奉仕活

動ができるものと思っておりました
が、未だに困難な状況であります。
当クラブでは、姉妹クラブ（台中港
北RC）、友好クラブではありません
が、フィリピンのグレートマリキーナＲＣがござい
ます。フィリピンとは2016年より２度のプロジェク
トを行っており、３度目にグローバル補助金を申請
しましたが、正式に承認されずのままコロナ禍に入
り、昨年度より何も出来ないのが残念であります。
先日、開催されました国際奉仕部門セミナーに参加
しました。特別講演としてＴＶプロデューサーより
衝撃的な体験を講演して頂きましたが、知らないこ
と知りました。普通の子供たちが普通の生活をでき
る世界、まさしく、そう思いました。また、いくつ
かのプロジェクトのご紹介がございましたが、やは
り、国際奉仕においてはお金を出すだけでなく、現
地の視察、検証、継続が必要であること思いますの
で、プロジェクトが出来る時期が来ましたら再開し
たいと考えております。

■青少年奉仕委員会 浜野　隆浩
埼玉県立越谷東高等学校インター

アクトクラブを提唱クラブとして、
本クラブの会員並びに本クラブが、
次世代を担う地元の青少年、イン
ターアクトクラブに対する諸責務を
遂行するうえに役立つ指導と支援をして行き、越谷
市立東中学との中高一貫のインターアクトクラブを
模索する。青少年交換留学生が目的を達成するため
に、学校関係、ホスト・ファミリー関係等を支援す
る。本クラブに関係した、元青少年交換留学生、元
米山奨学生、元財団奨学生等のネットワーク作りを
し、世界的親交を深め、国際親善と平和に貢献する
と共に、明日のロータリアンとしての青少年育成に
努ます。

■ロータリー財団委員会 阿部　朋博
ロータリー財団の標語
「世界でよいことをしよう」
（Doing Good in the World）
ロータリー財団の定義

ロータリー財団は、ロータリーク
ラブ及び地区を通じて実施された人道的及び教育的
活動を支援するための寄付を受け、資金を配分する
非営利団体である。
ロータリー財団の使命



ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき
るようにすることである。
委員会方針・任務

この委員会の任務は、資金的寄付と財団プログラ
ムへの参加、月間に於けるロータリー財団理解推進、
以上３点と認識しております。
⑴　世界でよいことをするために必要な原資を寄付

していただくために、財団の使命を再確認し、会
員各位の理解を得て年次寄付目標成就に努めます。
年次寄付目標
①　クラブ会員一人あたり　200ドル
②　ポリオ撲滅　　〃　　　　50ドル
③　ベネファクター　２名（うち１名は新たな方）
　　　　　　　　　　1,000ドル以上

⑵　ポリオ撲滅に向けて歴史を作るカウントダウン
に入りました。10月24日は世界ポリオデーです。
この日に合わせ、コロナ状況も鑑みながら、クラ
ブでイベントの企画・開催を実施いたします。

⑶　11月のロータリー財団月間では卓話を準備いた
します。
委員会抱負

国でも、企業でも、一個人でもなかなかできない
社会課題の解決を成し遂げるためのロータリー財団
の活動に賛同していただけたら、ご協力をお願いし
ます。ご協力方法は、時間の寄付と知識の寄付、そ
してお金の寄付があります。どれかひとつでも、で
きる範囲で構いません。

ご協力いただける方をお待ち致しております。

■米山記念奨学委員会 会田　皓章
米山記念奨学会は、日本のロータ

リー独自の奉仕事業であり、「将来
に渡り平和日本を世界に理解しても
らうためには、一人でも多くの留学

生を日本に迎え入れて平和日本を肌で感じてもらう
しかない。」という思いを込めて運営されています。
わがクラブも寄付はもとより、奨学生を過去何人も
お世話してきました。これからも奨学生諸君には日
本と母国の懸け橋となって互いの国の発展と平和を
築いていけるよう、またクラブメンバーも先人達が
築いた米山記念奨学事業を理解していただき日本と
国際社会、また明るい未来のためにご理解・ご協力
をお願いいたします。

■創立35周年記念実行委員会 栗田　晴巳
記念事業としまして、先ず記念品

の贈呈を７月28日に越谷保健セン
ター様に、AIサーマルカメラを寄
贈させて頂きました。コロナ禍で大
変喜ばれました。

次に、当クラブが主催する越谷市高校野球大会が
20周年を迎えるに当り、記念大会を開催します。10
月31日に開会式と第一試合、その後11月３日６日、
決勝戦が７日、そして13日に優勝校と甲子園で優勝
経験のある花咲徳栄高校様との記念試合を企画して
います。選手にとりましても皆様にとりましても楽
しく記憶に残る大会にしたいと思います。記念野球
大会ですので、地元越谷叡明高校合唱部さん、吹奏
楽部さんによる合唱と演奏のご披露をお願いしてい
ます。そして、今回特別に、法政大学応援部さんに
よる演舞とチアリーダー部さんの演技、吹奏楽部さ
んの演奏とフルセットでの応援を見させて頂きます。

今回は、コロナ緊急事態でもあり、どのような形
になっても対応できるように執行部・担当委員会で
詳細を詰めて行きます。

次に、来年５月15日に記念式典を開催します。越
谷サンシティ小ホール・ポルティコホールを予約し
ました。楽しい35周年にしたいと思いますので、松
本ガバナーを是非、ご招待致したいと思っておりま
す。



皆さんこんにちは。2021〜2022年度ガバナーの松
本輝夫です。本日は、公式訪問で貴クラブに伺うこ
とができました。大変光栄でございます。

2770地区の活動方針、運営方針等についてお話し
させていただきます。地区活動方針は、本年度ＲＩ
会長シェカール・メータさんが掲げられている、「奉
仕 し よ う　 み ん な の 人 生 を 豊 か に す る た め に

（SERVE TO LIVES）」と一緒です。
シェカール・メータさんは、国際協議会で「超我

の奉仕」に触れられた上で、「奉仕するとき、誰か
の人生だけではなく自分の人生も豊になる」と述べ
られています。ロータリーで奉仕事業を行うことを
ロータリーの旅路と表現されることがあります。こ
れはロータリアンとして奉仕事業を行っていくこと
は自分を鍛錬し成長する旅をしているのであると言
うことだと思います。

ここで、シェカール会長のテーマ発表時のビデオ
を見ていただきます。国際協議会でテーマを発表さ
れたときのもので、とても感動的なものですので、
皆さんにも味わっていただきたく全体で40分ほどの
ものでしたが８分程度にまとめてありますのでご覧
下さい。完全版は貴クラブの「クラブ年度計画書」
に掲載されています。

私は、「・・・６，７人目の後に突然、この人たち
が抱える苦境に共感し、彼らの痛みと困難を感じ、
自分よりも彼らのことを考えるようになったのです。
その瞬間、私は、単なるロータリークラブ会員から、
ロータリアンになったのです。」（2021〜2022テーマ
講演２ページ目）とのくだりに一番感動します。シェ
カール会長の講演は、何度読んでも、得られるもの
が多いと思いますので、時を空けて読むと勉強にな
ることも多いと思います。

地区運営方針は、「COVID19に負けずに、クラブ
に 変 化 と 成 長 を 」 と し ま し た。 昨 年 来 の　
COVID19新型コロナの感染拡大の影響で、あらゆ
る社会的活動が制限され、ロータリー活動も例外で
はありませんでした。人と人が面と向かって会うこ
とは感染拡大につながると言うことで多数人の会議
は中止を余儀なくされ、ロータクラブの基本的活動
である例会が中止に追い込まれることが生じました。
例会が開催不能となることは、ロータリーの目的と
する奉仕事業にも大きな影響が出て、仲間に会えな
い、奉仕事業ができないことからロータリーの死命
を制する原因にもなりかねなく感じられたこともあ
りました。幸い、Zoomなどオンライン会議の方式
により、リアルではないが例会を開催できる可能性
が生まれ、今日、なんとか不十分ながらもオンライ
ン会議のみ、更にはオンライン方式とリアル方式の
併用によるハイブリッド方式で例会が行えるように

なって参りました。例会の開催方法については、革
新的な変化があったと言うことができるとおいます。

この運営方針を決めたときは、本年２月の国際協
議会終了直後であり、まだまだオンライン例会が開
けないクラブが多数あり、これは大変だと言うこと
で、ＩＴ委員会を地区に作って、不十分ながらも例
会開催できるところまで持って行こうとしたのが地
区運営方針です。幸い、現時点ではオンライン例会
開催可能クラブも増えてきたようですので少し安心
していますし、地区の部門委員会主催のセミナーも
Zoomで行うこととしましたので、地区およびクラ
ブのデジタル化も大分進んできています。まだ、デ
ジタル機器の利用ができないところは是非オンライ
ン例会開催にトライしていただきたいと思います。

オンライン例会の開催が可能となった後は、これ
を如何によく、かつ上手く利用するかと言うことに
なると思います。オンライン参加者は、ただ参加し
て見ているだけではなく、話に加わらせることが必
要です。

次に、コロナ後のロータリー活動について少し触
れさせてください。ロータリーで重要なことは、そ
の肝ともいえる「ロータリーの目的」「中核的価値観」

「四っのテスト」「ＤＥＩに関する方針」などであり
ます。この理解があればロータリーの基本が理解で
き、ロータリー活動のすべてに通ずる考えが理解で
きることとなります。

さらに、ロータリー会員数の減少は大きな問題で
す。当地区は、新年度スタート時の会員数が2324名
のスタートとの話がでています。2600名が地区の増
員目標ですので会員増強や新クラブ結成によってな
んとか会員減少に歯止めをかけ、増加に転ずるよう
に持って行きたいと考えます。そのためには、やは
り私たちロータリアンが地域や世界で如何によいこ
とをしているかを世間の皆様に知ってもらうことが
必要であると考えます。それには、皆さんが地域で
行っている奉仕活動があり、それを多くの地域の
方々が知ること、また、世界ではポリオ根絶のため
の活動、また、これからアフリカザンビアで600万
ドルをかけて行うマラリア根絶のために政府ととも
に行う奉仕事業、皆さんのクラブがそれぞれ行って
いるグローバルファンドを使った奉仕事業を知って
もらうことが必要です。これらを効果的に広報し、
会員増強に資することができればよいのではないで
しょうか。ロータリーで友とともに行う奉仕活動は、
楽しくないはずがありません。みんなで楽しみなが
ら地域や世界によいことをしましょう。

どうぞ一年間よろしくお願いいたします。

ガバナー公式訪問
2021〜22年度
国際ロータリー第2770地区
　　ガバナー　松本　輝夫 様


