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司会：久恒会員（須藤（博）会員） 

ロータリーソング：国歌・奉仕の理想 

ソングリーダー：中里隆重会員 

 

 

 

◇卓話/ＮＯＫｓ Ｌａｂｏ 

エグゼクティブコーチング 

山﨑直子様（矢島会員ご紹介） 

 

 
 

 

◇３月例会スケジュール 

 

第２１８９回：２９日（月）   
 

 

 

 

◇２月のお祝いの方々おめでとうございます 

＜会員誕生祝：２名＞  

西澤会員・酒巻会員 

＜夫人誕生祝：４名＞ 

佐々木令夫人・西澤令夫人 

安達令夫人・久恒令夫人 

＜結婚祝い：４組＞ 

 竹内会員ご夫妻・西澤会員ご夫妻 

恩田会員ご夫妻・蕪木会員ご夫妻 

＜在籍祝：１名＞  

蕪木会員 2８年 

 

◇３月のお祝いの方々おめでとうございます 

＜会員誕生祝：４名＞ 

岩崎会員・蕪木会員 

長尾会員・竹内会員 

＜ご夫人・ご主人誕生祝：３名＞ 

西部令夫人・岩崎令夫人 

蕪木令夫人 

＜結婚記念祝：４組＞ 

今田会員ご夫妻・関根会員ご夫妻 

須藤（和）会員ご夫妻・矢島（美）会員ご夫妻 

 
 
 

 

 

 

 

◇新年例会（夜間） 
司会：西部会員 

ロータリーソング：国歌・奉仕の理想 

ソングリーダー：西部会員 

 

 

   第２１８８回例会号 ２０２１年３月２２日発行 

本日の例会／第２１８８回例会（３．２２） 

 本日のプログラム 

 

前回の例会 第２１８７回（１. ７） 

 

） 

次回の例会／第２１８９回（３. ２９） 

 
 

お知らせ：クラブ内 
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■ローターアクト 

吉田陽香様 
 

 

１．「忘年家族会」にはご夫人やご家族の皆様にもご参加い

ただき、誠に有難うございました。また本日の「新年例会」

には、ローターアクターの（皆さん）にもお越しいただい

ております。最後までお楽しみください。 

 

 

２．来週は祝日休会でございますので、次回の例会は再

来週 1 月１８日（月）、通常の 12：30 点鐘です。お間

違いのないようお願いいたします。 

３、『バギオだより』第 82 号（2021 年 1 月号）が届

いておりますので、転送ご希望のかたは事務局までご連

絡ください。 

４、1 月は「職業奉仕月間」です。 

国際ロータリー日本事務局から特別月間に関するリソー

ス案内が届きましたので転送ご希望の方は事務局までご

連絡ください。 

 

 

チャーリー君・ホストクラブから年末のご挨拶がとどきま

した。（平井会員ご紹介） 

 

  

     
 

会員数２９名 出席１２名   欠席１７名 

出席率に用いた会員数  ２６名  出席率４６.１５％ 

１２/７(月) 修正出席率  ７２.４１％ 

 
 

一週一句 

滝の道 踏みしめて行く 旅路かな 

桃林 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告 

幹事報告 

ゲスト・ビジター（１名） 

出席報告 （１．７） 

委員会報告 
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◇誕生会員(１月)１分間スピーチ 

 恩田会員1/8 生  

 

◇今年の抱負・年末年始の過ごし方 

スピーチ/出席者全員 

 

 

 

 

◇アトラクション 

アメフト X リーグのチアリーダー「パイレ

ーツ」の皆さんにお越しいただきました 
 

 
 

 
 

 

プログラム 
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◇２月８日（月）臨時役員理事会がありま
した。 
 

【２月「理事･役員会」報告】 

日時／20２１年２月８日(月)１２：００～場所／メトロポリタン 

出席者／須藤（和）、久保田、浦野、西部（順不同、敬称略） 

◆報告事項 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
◆審議事項 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

◆協議事項 

①地区大会登録について（４月７日８日）参加者について⇒須藤

会長、久保田幹事、佐々木会長エレクト、杉山次期幹事、平井

地区副幹事 が出席予定。 

②今後の例会日程、例会場について⇒３月１日まで休会。３月８

日から再開予定。引き続きメトロポリタン予定。 

③５クラブ合同例会について⇒５月２４日（月）。人数を減らし

て開催か中止か他クラブと検討中。 

 

＜次回（３月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／20２１年３月１日(月)13:30～場所／メトロポリタン 

 
 
 
 
 
◇３月１日（月）臨時役員理事会がありま
した。 
 

【３月「理事･役員会」報告】 

日時／20２１年３月１日(月)１２：００～場所／メトロポリタン 

出席者／須藤（和）、久保田、浦野、佐々木、長尾、安達、白石、

冨重（順不同、敬称略） 

◆報告事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
◆審議事項 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

◆協議事項 

①今後の例会日程、例会場について⇒３月２２日（月）～例会再

開予定、例会場次年度よりメトロポリタンに正式に変更。 

②５クラブ合同例会について⇒３/８緊急事態宣言あけたら４ク

ラブ会長幹事に方向性を確認アンケート（通常か、会長幹事の

みで開催か、中止か） 

③クラブ旗購入⇒他クラブとロゴ統一のため今月中に購入。 

 

＜次回（４月）｢理事・役員会｣予定日＞ 

日時／20２１年４月５日(月)13:30～場所／メトロポリタン 

 
 

◇１月２３日（土）北分区ロータリーデー 

献血に平井会員・久保田幹事が参加しました。 

 

雨の中ありがとうございました！ 

◇奉仕活動情報交換研究会〔ZOOM〕のご

案内 
「コロナ禍で、ロータリークラブはどう行動したか？ ～クラブ運

営と奉仕活動を考える～」としまして、下記の通り、奉仕活動情

報交換研究会を行います（新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、

ZOOM で開催いたします）。       

日時  3 月 24 日（水） 15：00～16：40 

場所  ZOOM で行います。ご自身のノートパソコンやタブレ

＜ニコニコボックス＞ 
◇須藤会長：あけましておめでとうございます。後半年、佐々木

会長にバトンタッチが近づいてきました。 

◇恩田会員：明日１月８日で８２才になります。 

◇杉山会員：あけましておめでとうございます。結婚記念品あり

がとうございます。 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
年度累計 ￥４６６,９７４   

 
 
 
 
 
 
 
 
く     

 
 

お知らせ：クラブ内 
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ット等の機材でご参加ください。 

イヤホンやヘッドセットがあるとより快適にご参加いただけるか

と存じます（イヤホンはコンビニでも売られております。安いも

のだと 1,300 円程度です）。    

登録料  無料   

ミーティング情報 

https://zoom.us/j/91268677638?pwd=eWpSZDhGS2l

VRzNQcDBCNzNkWG9IUT09 

ミーティング ID:  912 6867 7638 

パスコード:  2580 

スケジュール 開会（15：00） 司会：谷一文子氏（地区幹事） 

 ・挨拶：野生司義光氏（ガバナー） 

 ・第一部（15：10～15：50）  

パネルディスカッション 

コロナ禍（緊急事態宣言）で、クラブはどう行動したか？ ～RC

の危機対応を考える                                                     

・第二部（15：50～16：30）  

パネルディスカッション 

コロナ禍（緊急事態宣言） での奉仕活動を考える 

・講評（所感）：若林英博氏（ガバナーエレクト） 

・地区大会について：藤掛靖元氏（地区大会実行委員長）・閉会

（16：40） 

 

◇２月１９日（金）須藤会長が、WAKUWAKU

ネットワーク様へ、今年も電子辞書５台をクラ

ブより寄贈させていただきました。 

 

 

↑NPO 法人 豊島こども 

WAKUWAKU ネットワーク 

理事長 栗林様 
 
 

一週一句 

春風や 期待の大き 孫生るる 

桃林 

 

 
 

 

◇ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 
２月：１ドル＝１０４円 
３月：１ドル＝１０６円 

 

◇2021-22 年度のテーマが発表されまし

た。 
テーマは「Serve to Change Lives」で、 

日本語訳は「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。 

2021-22 年度国際ロータリー会長は、シェカール・メータ氏で

す。 

 

◇2020-21 年度地区大会プログラム 
（概略）  

※今年は感染防止のため人数制限をして開催されます。 

須藤会長、久保田幹事、佐々木次年度会長、杉山次年度 

幹事、平井地区副幹事・地区青少年奉仕委員長が 

参加予定。 

2021 年 4 月 7 日（水） 

 

国際ロータリー会長代理歓迎晩餐会 

<鶴の間> 

18:00 開宴 

国際ロータリー会長代理ご夫妻入場 

歓迎のことば 

国際ロータリー会長代理挨拶 

乾杯 

祝宴 

アトラクション 

日本舞踊 大和楽「江戸風流」 

出演 花柳寿楽氏、花柳奈々寿美氏 

大和櫻笙社中 

20:00 閉宴のことば 

2021 年 4 月 8 日（木） 
各種委員会 <地階> ※特定の委員のみが出席 

12:00 開会 信任状・選挙管理・決議委員会 

12:50 閉会 

本 会 議 <鶴の間> 

12:00 登録開始 

13:00 点鐘、国歌・ロータリーソング斉唱 

開会のことば 

来賓紹介及びクラブ紹介 

歓迎のことば 

ガバナー挨拶並びに地区の現況報告 

国際ロータリー会長メッセージ並びに 

国際ロータリーの現況報告 

休 憩 

15:15 委員会報告 （信任状、選挙管理、決議） 

大会決議採択／表彰 

五大奉仕委員長報告 

記念講演 

16:00 記念講演 

東京都知事 小池百合子氏 

ガバナー謝辞 

17:00 休 憩 

17:20 ガバナーエレクト挨拶 

ガバナーノミニー挨拶 

 

お知らせ：クラブ外 

https://zoom.us/j/91268677638?pwd=eWpSZDhGS2lVRzNQcDBCNzNkWG9IUT09
https://zoom.us/j/91268677638?pwd=eWpSZDhGS2lVRzNQcDBCNzNkWG9IUT09


 6 

ガバナーノミニーデジグネート挨拶 

次年度地区大会ホストクラブ代表挨拶 

国際ロータリー会長代理所感 

ガバナー挨拶 

18:00 閉会点鍾 

 

◇ガバナーエレクトの若林英博氏からのメ

ッセージ（Vol.2） 
  私は 2 月 1 日から 11 日まで、バーチャルで国際協

議会に参加いたしました。フロリダ、オーランドに世

界中のガバナーエレクトが集まり、5 日間で実施され

る予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で

ZOOM に変更され、期間は 11 日間に延長されまし

た。昼間と夜間の交互に会議が開催されるので体調の

維持が大変な上に、日数が増えたことで、予めお約束

していたいくつかのクラブのGPMと国際協議会の日

程が重なってしまいました。時間変更に応じていただ

きましたクラブの皆様、誠にありがとうございまし

た。国際協議会の内容は、逐次 GPM 等で報告いたし

ます。 

この期間中に、2021-22 年度のテーマがシェカー

ル・メータ国際ロータリー会長エレクトから発表され

ました。テーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊か

にするために」です。講演の中で、「ロータリーが私

の心に火をつけました。自分の身の回りを超えたとこ

ろに目を向け、人類全体を考えるようになりました」

とメータ氏は強調しています。さらに「2022 年 7

月 1 日までに全世界の会員数を 130 万人に増やすこ

とを目指そう」と呼び掛け、Each One, Bring One

（みんなが一人を入会させよう）とおっしゃっていま

す。ロータリーの戦略計画（ビジョン声明や優先事項）

に則ったテーマだと思います。詳しくは国際ロータリ

ーのウェブサイトに記事や動画がございますのでご

覧ください。  

緊急事態宣言が延長される中、多くの会合が ZOOM

で行われています。皆様はもう慣れられましたか？私

もズーム会議に参加しています。GPM は 43 クラブ

を終えました。次期クラブ幹事、ガバナー補佐エレク

ト、次期分区幹事、次期地区副幹事を交えた 60 分の

ミーティングですが、私たちも初めての企画ですの

で、準備は入念にしておりますが、毎回緊張いたしま

す。皆様のご協力で予定の 60 分間はあっという間に

過ぎて、私自身は学びや気づきの多い充実した時間に

感じております。 

GPM では国際協議会の報告をし、地区とクラブのス

タンス（あくまでもクラブが主体で地区はサポートや

お手伝いであること）を確認してから、地区の「大き

な目標」の説明をしております。また、公式訪問は 1

クラブずつ伺うことや、地区委員会毎に縦割りで主催

しているセミナーや委員長会議を、ワークショップと

して整理し、時期の均等化や計画的な日程告知を目指

した意図をお伝えしております。初めての試みであっ

た地区委員の公募についても、60 名以上の応募があ

り、その内 30 名以上が初めて地区委員に挑戦する方

だという嬉しい結果でございましたので、GPM にて

ご報告とご協力へのお礼を申し上げております。応募

が多かったことで、地区の肥大化をご心配いただきま

したが、全体の委員数はあまり増やしておりませんの

でご安心ください。営利企業なら利益のために無駄な

固定費の削減が必要ですが、ロータリー活動はあくま

でも奉仕なので、人件費が増える訳ではございませ

ん。地区委員として広くロータリー活動に触れて経験

をしていただき、クラブや分区を越えた友人をつく

り、やがて自クラブへお戻りの節にはその様々な経験

を生かしてクラブの活性化に寄与されるよう願って

おります。これも将来のためのトレーニングでしょ

う。 

続けて、クラブの調査用紙に基づいて話し合っており

ます。職業奉仕、会員増強、退会防止、コロナ支援の

情報、クラブの活性化、奉仕活動の発信、70 クラブ

で集中して行いたいオープン例会ウィーク、公共イメ

ージ、デジタル化、ロータリー財団寄付、社会奉仕、

国際奉仕、青少年奉仕、ライラセミナー、RLI、戦略

計画など、とても貴重なご意見を拝聴し私の考えもお

伝えしております。これから、各クラブが次年度へ向

けて具体的な作業に入られることと思いますが、60

分間の GPM での意見交換が、実際にクラブの更なる

活性化に結び付けば目標達成だと思います。会長エレ

クトの皆様が前年踏襲でなく一から考え、リーダーシ

ップを発揮していただくことを心から祈念いたして

おります。 

最後に、国際ロータリーの理事会は、本年度の残りの

期間、バーチャル（オンライン）で会合を開くよう勧

告しています。私はこの連絡の有無に関わらず、緊急

事態宣言延長や新型コロナウイルス感染再拡大に伴

う対策を地区運営スタッフと協議を重ねていました。

人道的組織であるロータリーには、会員と地域社会を

守る責任があります。新型コロナウイルス感染の脅威

は現在も、これからも念頭に置かねばならないと考え

ています。地区研修リーダーの上山昭治パストガバナ

ーと協議して、準備を進めていた以下の会議を対面で

はなく ZOOM で行うことに決めましたのでご報告申

し上げます。  

3月11日（木） 地区チーム研修セミナー (既にズーム

開催でご案内済み)  

3月23日（火） PETS（会長エレクト研修セミナー）

は、  

◆6月1日（火）にズームで開催いたします。  

4月13日（火） 開催予定の沖縄分区地区研修協議会と4

月21日(水)開催予定の在京地区研修協議会  

◆両地区研修協議会を統合して、4月21日（水）にズー

ムで開催いたします。  

皆様にはご自分自身とご家族を守り、周囲の大切な

方々を守りながら、健やかな日々をお過ごしいただき

たく思います。それでは、またお会いできる日を楽し

みにしています。  

2021 年 3 月 3 日  

国際ロータリー第 2580 地区ガバナーエレクト  

若林英博 

 
 

 


