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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さま、こんにちは。新年度が始まってから 3 週間

が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

本来なら明後日より東京オリンピック開催だったは

ずですが、なかなか梅雨も明けず、そしていよいよ越

谷にも新型コロナウィルスの感染が広まってまいりま

した。テレビでも報道されてしまいましたね。妻の大分

の友達からも「テレビで見たよ、越谷大丈夫??」と心配

されました。 

また、通常に例会をやっていた近隣クラブでも感染

者が出てしまい、急遽今月いっぱい休会するそうで

す。当クラブも本日は休会も検討しましたが、できる

限りこちらの例会場に集まる人数を制限し、リモートに

て本日は行う事としました。皆様くれぐれもご自愛くだ

さい。 

 

さて本日は、大宮中央RCの皆様がお越しください
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＜YOUTUBEチャンネル＞ 開設しました‼ 

   

▶ 第 2154回オンライン例会 

https://www.youtube.com/watch?v=sRTIbon--

GA 
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ました。昨年度、サミュエルと青少年交換留学をして

きました堀越千陽さんもいらっしゃいました。 

以前うちのクラブへ来た時に比べ、とても立派にな

られたように感じられます。後ほどお話をしていただく

と思いますが、楽しみにしております。 

また、ZOOM にてサミュエルも参加しています。去

年の 12 月～1 月と私の家にホームステイしていた頃

はまだ、コロナウィルスの問題もなかったので色々な

所に連れて行くことができ、その後自粛期間となって

しまった彼にとっては良かったのだろうと思います。後

ほど、その頃の写真等をムービーにまとめましたので

お流ししたいと思います。 

私にとっても初めての受け入れで、貴重な経験をさ

せていただきました。 

 

さて話は変わりますが、先週の日曜日は「管理運営

部門セミナー」に松井副会長と参加してきました。 

参加と言いましても今年度のセミナーは全て

ZOOM によるオンラインでのセミナーとなります。事

前に送られてきた資料をプリントアウトして、10分前に

PC を立ち上げセットアップすれば完了です。会場へ

行く手間が省けたのは、良かったです。 

後ほど松井さんよりセミナー報告がありますのでさ

わりだけお話ししますと、RI 会長も今は会員の健康と

安全を最優先してリモート例会を推奨されておりまし

た。 

 

しばらくはこのようなリモートでの例会が続くことが

予想されますが、できる限り工夫してやって参ります

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・地区大会記念ポリオ撲滅チャリテイーゴルフコンペ

の案内がきております。日時は 10月 5日（月）プレス

テージカントリークラブにて開催予定です。各クラブ 4

名の参加のお願いでございますので、参加可能な方

お待ちしております。 

・7月 1日現在の会員数分の地区分担金納入のお願

いが来ております。上期分として一人 12,000円とな

っております。当クラブにつきましては 44名の在籍と

なっております。 

・これからの例会の実施形態に関する提言及び見解、

オンライン例会へメークアップしてみませんかと案内

が来ております。後ほど会員へ FAX しますのでご確

認ください。 

・米山功労者の感謝状が届いております。酒井新樹

会員が対象者となっております。 

（クラブより） 

・年度計画書が出来上がりました。例会が開催されな

い機会が多いので郵送いたします。 

・前期年会費現在30名の方がご入金いただいており

ます。まだの方は出来るだけ 7月末日までにご協力

お願いいたします。 

・本日お越しの大宮中央 RC樋口領治直前会長、松

山哲則前青少年奉仕委員長、堀越太志様より多くの

スマイルを頂戴いたしました。 

・2019-2020年度、派遣生の堀越千陽さんも無事に

帰国しお土産を頂きました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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3分間ロータリー情報 

 

小宮山 大介 会員 

新年度における例会開催状況を紹介されました。 

（東京ロータリークラブ） 

通常例会。平時より広い会場利用、200人程度 

参加（現会員数 334名）会場入口で検温。出席取 

らず。 

（大津ロータリークラブ） 

 7月～9月は通常例会ではなく、隔週で“集い”と 

いう形で開催。週報（伝達事項等は毎週発行） 

（大宮ロータリークラブ） 

 月 2回開催。平時より広い会場。大半がリアル参 

加。数名オンライン。 

（上尾ロータリークラブ） 

 6月 3週より通常例会。 

（戸田ロータリークラブ） 

 6月 3週より通常例会。今後の動向を注視。回数 

減かオンラインを検討中。 

（杉戸ロータリークラブ） 

 前年度よりハイブリット例会開催中。 

（蓮田ロータリークラブ） 

 通常例会開催。今年度より会場変更（50名会員 

のところ 100人収容会場を利用）。 

 対座にならぬ様に座席を配置。入場時の検温。 

（川口モーニングロータリークラブ） 

 ハイブリット例会開催。例会場がソーシャルディス 

タンスを取れない為 1/3がリアル 2/3オンライン。 

SAA（司会者オンライン参加）。 

（川口南ロータリークラブ） 

 通常例会場（そごうダリアルーム）が人数制限のた 

め使用不可。近隣専門学校教室利用。 

例会時間変更（12時半→16時）。 

（浦和ダイアモンドロータリークラブ） 

 7月 4回開催。第 1回通常例会。以降ハイブリッ 

ト例会開催。 

（春日部イブニングロータリークラブ） 

 通常例会開催（第 3、4休会）。 

（神戸ロータリークラブ） 

 通常例会開催。 

  

お客様挨拶 

 
大宮中央 RC 樋口 領治 直前会長 

交換留学生受け入れ依頼の背景とお礼をお話しさ

れました。 

 

 
大宮中央 RC 松山 哲則 様 

 交換留学生の受け入れのお礼をお話されました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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大宮中央 RC 堀越 大志 様 

 交換留学生のお礼をお話しされました。 

 

 
堀越 千陽 様 

 フィンランドに派遣させていただいたお礼と、派遣

先の感想、現状をお話しされました。 

 

 
サミュエル 様 

 日本でまだやりたかったこと、コロナウィルスに対す

る意識を話されました。後半は、Q&A形式で現状の

お話をされました。ビデオに大変感動されていました。

（※時差のため午前 6時から参加） 

 

部門セミナー報告 

 

管理運営部門 松井 昭夫 部門長 

皆様こんにちは。19日に Zoomによる管理運営部

門セミナーに参加いたしました。今年度の中里ガバ

ナーは「クラブが目指すべき姿を示しましょう。クラブ

戦略計画として 5年前後でクラブが目指す目標、姿、

そしてそれを実現するために必要な行動を、計画しま

しょう」と言っておりました。 

又、My ROTARY登録状況については、中川ガ

バナー、小林ガバナー、両年度とも日本一登録率の

高い地区で終わることができました。しかし、まだ登録

率の低いクラブが多数あります。今年度を「My  

ROTARY 登録」の総仕上げの年度にして下さい。 

地区平均 70%以上、登録のクラブは、34 クラブで

す。第 8グループでは越谷クラブ、越谷北クラブが、

この中に入っております。そして登録率 20%未満のク

ラブも 3 クラブあります。 

 

「クラブで IT推進委員を選任してください」 

新型コロナの影響でロータリー活動に於いて

Zoomの活用が余儀なくされております。各クラブで

IT推進委員を選任してください。当クラブでは、近藤

会員がこのポジションで頑張って頂いております。IT

が使いこなせない会員をフォローする体制を整えるの

はクラブの責任です。脱落者を決して出さないように

お願いします。 

 

「例会の工夫(Zoom利用について)」 

https://koshigayakita-rc.jp/
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新型コロナの影響で各クラブとも通常例会の開催

が難しい状況かと思います。例会開催の方法として

ハイブリッド例会を推奨してまいります。例会場には、

会長、幹事、SAAなどが集まり例会を行う(3密をでき

るだけ避ける)。 

こうした状況でもクラブ活性化するための Zoom利

用です。Zoomが使えない為に会員が退会する様な

事態は避けてください。食事を伴わない例会になる

事が想定されます。各クラブで臨機応変に対応してく

ださい。 

 

「新戦略計画が目指すロータリーの姿」 

活発なクラブとは、「例会出席より奉仕活動重視」

「ロータリーデーの復活」「より安定した財務状況と高

い運営効率」「投資収益に左右されない財務体質」 

会社で言えば自己資本比率を高めるということになる

と思います。 

 

「クラブの課題」 

固定化した例会運営。例会のあり方、時間や食事

などの再検討。単年度制の弊害が考えられます。 

若い世代の取り込みと低い女性会員比率どう上げて

行くかこれからの宿題ですね。 

 

「情報の活用」 

情報をクラブの内外にどう発信するか？RI地区の

溢れる情報をどう伝えるか、そしてこれからは、英語

文化への対応が、必要となってくると思います。 

 

小林パストガバナーはこの COVD19の猛威の中

では新しい生活様式、新しい日常、将来未知の感染

症に対応し、健康を最優先して新しい扉を開いて行

きましょうと言っておりました。 

また、井原地区研修リーダーは、安全と健康を考

える事と高齢者に配慮した、オンライン Zoom例会を

取り入れまして、このコロナ禍で一気に IT世界に入

ってきました。ある意味でこれが主流となってロータリ

ーが、運営されて行く始まりかもしれません。 

こうした変化の年だからこそクラブ活性化を真剣に

皆さんで考えて参りましょう。ご出席の皆様ご清聴あり

がとうございました。 

 

 

 

  

・交換留学生サミュエル君のお世話を頂き誠にありが

とうございました。お礼方々訪問させて頂きました。

よろしくお願い申し上げます。 

大宮中央 RC 樋口 領治 様 

・2019-2020 年度、交換留学事業では、大変お世話

になりました。 

大宮中央 RC 松山 哲則 様 

・越谷北ロータリークラブの皆様のおかげで無事に長

女が留学を終え帰国することができました。ありがと

うございました!! 

大宮中央 RC 堀越 大志 様 

 

 

 

 

出席報告 

会員数          44名 

出席者          28名 

※オンライン例会のため出席数のみ掲載 

 

https://koshigayakita-rc.jp/

