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1．点鐘
2．ロータリーソング

「君が代」 「奉仕の理想」

3．お客様紹介
RI 第 2770 地区 ガバナー 中里 公造 様
同 地区幹事 木戸 良樹 様

須賀 篤史 会長

同 第 8G ガバナー補佐 山﨑 晶弘 様

皆様こんにちは。2 週間ぶりの例会となりますが、

同 補佐幹事 小池 和義 様

前回に引き続き多くのご参加誠にありがとうございま

RI 第 2580 地区 ガバナーノミニー 嶋村 文男 様

す。大変久しぶりの顔も何名かいらっしゃり、とてもお

米山奨学生 陳 詩楽 様

元気そうで嬉しく思います。

4．会長挨拶

本日はガバナー公式訪問という事で、中里ガバナ

5．お客様挨拶
6．幹事報告

ー、木戸地区幹事、山﨑ガバナー補佐、小池ガバナ

7. 委員会報告

ー補佐幹事、また、2580 地区嶋村ガバナーノミニー

8. ガバナー卓話

と多くのお客様にご来訪いただきまして厚く御礼申し
上げます。本日 11 時より懇談会が行われました。中

9. 出席報告

には厳しくご指摘をいただきましたが、我がクラブの
事を思っての事、大変貴重な時間を過ごさせていた
だきました。後ほどのクラブ協議会では各委員長より
今年度の活動計画を発表していただきまして、ガバ
ナーよりご指導いただきたく存じますのでよろしくお願
いいたします。また、昨年度当クラブはガバナー輩出

【次回例会案内】 令和 2 年 10 月 7 日

クラブという事で今年度は 1 番最初の公式訪問となり

※オンライン例会(ZOOM)

ます。コロナウィルスの影響で本来よりも約 2 ヶ月遅れ
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となってしまいました。オンラインでとも考えましたが、

すが秋は近づいてきております。秋の夜長はたまに

最初のクラブという事で、通常よりも広く距離を取れる

はロータリーの友も手に取って読んでみてはいかが

このギャザホールにてしっかりと感染対策をして、他

でしょうか。

のクラブの見本にもなればと思いリアルでの開催を決

本日お配りしましたが、くれぐれも持って帰るのを

めました。ご理解とご協力よろしくお願いいたします。

忘れないようにお願いいたします。

また、中里ガバナーにおかれましては本日を皮切り

さて、また話は変わりますが、今年は日本のロータ

に地区内全クラブの訪問、また 11 月には地区大会も

リーができて 100 周年となります。100 年前の 1920

控えております。まだまだ暑い日が続くかと思います

年は大正 9 年となります。大正 9 年生まれのかたはこ

がお身体には十分注意をなされましてご活躍される

のクラブにはいませんが、有名人では三船敏郎さん

ことを心よりお祈り申し上げます。

や森光子さん、またサザエさんの作者長谷川町子さ

さて、皆さんご存知かと思いますが 8 月 25 日付で

んが大正 9 年生まれだそうです。

アフリカでの野生株のポリオウィルスが根絶したとの

ちなみに、タマゴを 1 日 2 個以上食べるとコレステ

発表がありました。残るはアフガニスタンとパキスタン

ロールが上がるという話を皆さん一度は聞いたことが

のみとなりました。昨年、当地区では 10 月 24 日のポ

あるかと思いますが、あれは当時の科学者がマウスで

リオデーでは盛大にポリオ根絶を掲げ活動しましたが、

はなく草食動物のウサギで実験をやったところ、急激

ホントにあと少しですので粘り強く頑張って参りましょ

にコレステロール値が上昇したことからきておりますが、

う。

本来雑食である人間には当てはまりません。今や迷

話は変わりますが、先日 8 月 22 日に公共イメージ

信であることは多くの人が知るところとなりましたが、こ

部門セミナーに参加しました。当日初めの中里ガバ

の迷信もロータリーの歴史より古い 100 年以上前の

ナーのご挨拶ではこのセミナーで学んだ事をしっかり

1913 年の実験からきています。皆さん安心してタマ

とクラブに伝えるようにとおっしゃられましたが、なかな

ゴをたくさんお食べ下さい。

か内容が難しく、井原パストガバナーの動画での講

本日もよろしくお願いいたします。

演がありましたので、次回の例会にて流させていただ

幹事報告

きますのでそちらで報告とさせていただきます。また、
梶間ロータリーの友代表委員よりロータリーの友の紹
介がありました。こちらは大変分かりやすかったので
少しご紹介しますが、ロータリーの友という名前は雑
誌の「主婦の友」からきているそうです。歴史は深く今
年で 67 年目、値段は 1975 年から変わらず 200 円と
なっております。卵と同じで物価の優等生なのでしょ
うか。また、左から開くと RI 会長の挨拶から始まり世
界のロータリーの情報、また右から開くと国内の情報

関 雄二郎 幹事

や大人の着こなし図鑑など遊び心も多々あり、以前

（地区より）

に比べ大変読みやすくなっており、まさに新しい扉を

・新型コロナウィルス感染症に関するロータリーの友

開いております。ロータリーの友の購読はロータリアン

事務所対応の件が届いております。

の 3 大義務の一つとなっております。まだまだ暑いで

・ロータリー文庫より、クラブ HP にリンクのお願い、資

越谷北ロータリークラブ
2020-2021 須賀篤史会長提言 「未来へ繋ぐクラブの絆」
ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/

2

2020-2021 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは機会の扉を開く”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

ホルガー・クナーク

料寄贈のお願いが来ております。
詳細は幹事まで連絡下さい。
・地区ローターアクト委員会より 9 月 12 日（土）アクト
の日「新型コロナウィルス感染症に関して」の卓話
の案内が来ております。
・財団ニュース 9 月号が届いております。
・今一度確認ですが、今月はセミナーが多数開催さ
国際ロータリー第 2770 地区

れます。
9 月 5 日（土）ロータリー財団部門セミナー

第 8 グループ G 補佐 山﨑 晶弘 様

9 月 12 日（土）奉仕プロジェクト 3 部門セミナー

皆様、改めましてこんにちは。前回は、ガバナー公

9 月 26 日（土）米山記念奨学委員会セミナー

式訪問例会に備えて参加させて頂きまして、越谷北
クラブさんの内情を知ることができました。今日殆どの

（クラブより）

クラブが、年度計画作成当初に想像できなかったこ

・本日例会終了後第 2 回クラブ協議会が開催されま

のコロナ禍の状況。捉えようによってはピンチですが、

す。

私は中里ガバナーがおっしゃっている機会と捉え、
皆様と共に乗り切って行きたいと思います。今日は長

お客様挨拶

時間となりますが、どうぞよろしくお願い致します。

国際ロータリー第 2770 地区
ガバナー 中里 公造 様

国際ロータリー第 2580 地区

越谷北ロータリークラブの皆様こんにちは。今日は

ガバナーノミニー 嶋村 文男 様

今年度初めての公式訪問です。本来ですと 7 月から

皆様こんにちは。今日は中里ガバナーの最初の公

始まる予定でしたが、PETS も地区研修協議会も実

式訪問ということで、小林操直前ガバナーのご配慮を

施形態を変更してこのようになりました。よくよく考えて

頂きまして勉強のために来ました。第 2770 地区中里

の決断でしたが、今後の公式訪問や地区大会に関し

ガバナーのオンラインを使った発信力に大変感銘を

ても変更になる可能性があります。このあたりもしっか

受けまして、この度は勉強させて頂きたく思っておりま

りと周りの状況を把握しながら務めて行かないといけ

す。お隣の地区なので、今後も是非仲良くしていただ

ないと思っています。今日はよろしくお願いします。

きたく思います。本日はよろしくお願いします。
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オープニングムービーが流れました。

江口 公晴 委員長

現在、国際ロータリーが取り組む最優先課題であ

10 月 14 日水曜日に、千葉カントリークラブ川間コ

る『ポリオ根絶』をテーマにしたオープニングでした。

ースにて親睦ゴルフを開催致します。詳細は近日中

小林操直前ガバナーに対する敬意でもあります。

に FAX にてご連絡致します。多くの会員の皆様のご

地区の慣例に従い、越谷北クラブさんから訪問さ

参加をお待ちしております。よろしくお願い致します。

せて頂きました。越谷北クラブさんには 7，8 年前にな
りますが、卓話で訪問したことがあります。2 度目の訪

社会奉仕委員会 長谷川 真也 委員長

問がガバナー訪問で来るとは思いもしませんでした。

皆様こんにちは！皆様のロータリーの友の間にブ

また、日頃何かとお世話になっている方がたくさん

ライダル委員会の瓦版を入れましたのでご確認くださ

いらっしゃいまして、そのような皆様の前で訪問させ

い。8 月 30 日の日にブライダルサポート委員会を開

ていただいたこと、光栄に思っております。

催いたしました。今年度は、各クラブ 1 人以上の登録
をお願いということで、受付の方で皆様にカードをお

『アフリカでのポリオ根絶宣言』

渡ししました。皆様のお知り合いで婚活にご興味があ

皆様ご承知のように、先月 8 月 25 日アフリカでポリ

る方がいらっしゃいましたら登録をしていただきたく思

オ根絶宣言がなされました。残るはパキスタンとアフ

います。

ガニスタンの 2 か国です。このニュースは日本の新聞
でも取り上げられていましたが、残念なことにポリオ根

ガバナー卓話

絶に中心的な大きな役割を担っていたロータリーの
事がひとことも書かれていませんでした。改めて、公
共イメージ、並びにロータリーの認知度を高める重要
性を実感したところであります。その意味で、昨年度
世界ポリオデー10 月 24 日、小林操直前ガバナーの
ポリオ根絶の熱い想いにより、地区内すべてのクラブ
が何らかのイベントに参加し、地域社会に大変大きな
インパクトを残した素晴らしい取り組みだったと思いま

国際ロータリー第 2770 地区

す。今年度私もそれなりの会場を借りて、何かイベン

ガバナー 中里 公造 様

トを考えていたのですが、コロナ禍のため中止になり

例年より 2 か月ほど遅くなりましたが、本日よりガバ

ました。
昨日午後ですが RI からメールが来まして、10 月

ナー公式訪問を開始させて頂きたいと思います。

24 日のポリオデーには「このような形でやったらどうで
すか？」というものが配信されました。少し紹介しま
す。
（ポリオデー活動のアイディア）
・ポリオ根絶の動画を上映する
・世界ポリオデーに特別プログラムを鑑賞
・有識者を卓話に紹介 など
越谷北ロータリークラブ
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（変えてはならないもの）

「END POLIO」の背景画像を活用したらどうでしょう

ロータリーが 115 年の歴史で培ってきた奉仕・親

か。全員が仮想背景で「END POLIO NOW」もイン

睦・多様性・高潔性・リーダーシップと行った中核的

パクトがあるのでないでしょうか。

価値観です。この中核的価値観は私たちロータリア
ンが例会や奉仕活動について、何を優先させ、どの

『地区役員に引き受けている皆様の紹介』

ような行動を取るかの指針として定められたものであ

・副ガバナー他多数 小林 操

り、国際ロータリーの戦略計画の一貫として、2010 年

・資金管理委員 宮﨑 敏博

RI 理事会によって採択をされたものでございます。

・公共イメージ向上委員 近藤 慎悟
・国際奉仕委員 大熊 正行

『ロータリーのビジョン声明』
ロータリーのビジョン声明は、ロータリーの現状を踏
まえ、今後ロータリーはどうあるべきか、どうなりたいの
か。その考えを根底に世界中のロータリアンはもとより、
ローターアクターや学友、一般の方を含め百万人以
上の方々の考慮のもとに作られたものです。
RI の目指すものとはどんなものでしょうか。地域社
会の発展、ロータリアン自身の成長、さらにはロータリ
ーの究極的な目標である世界平和にあるかと思いま
す。そして、このビジョン実現に向けて活躍するロータ

『自己紹介』

リアンは世界を変える行動人であり、その実現のため

1952 年生まれ昭和 27 年 67 歳。趣味はゴルフ。

に立案された新しい計画が行動計画です。

一時は年間 100 ラウンドを超えた時期もありましたが、

そして、ロータリーの新しい戦略計画では、国際ロ

この 1 年半ゴルフバッグは封印しています。

ータリー並びに、ロータリー財団のビジョンを達成する
ために、昨年の 7 月より今後 5 年間の活動を方向付
ける 4 つの戦略的優先事項に行動計画が定められて

『RI テーマについて』
国際協議会の本会議の中で、RI テーマ「ロータリ

います。重要なことは国際ロータリーだけではなく、す

ーは機会の扉を開く」を発表しました。扉の意味は、

べての地区としてすべてのクラブにもあてはまるという

クランベリーがローターアクトです。ホルガー・クナー

ことでございます。

ク RI 会長がいかにローターアクトに力を入れている
かがわかります。

『ハイブリッド例会について』

また、国際協議会のテーマ「grow rotary(成長す

ホルガー・クナーク RI 会長からは「すべてのクラブ

るロータリー)」ということで、ロータリーはこれからの時

がオンライン例会を実施できるよう体制を整えてくださ

代の変化に合わせて成長し続けなければいけません

い。ガバナーとして支援をしてください」というメッセー

と仰いました。ロータリーはその時代の変化に対応し

ジがありました。国際ロータリーの最高責任者からは

てきたからこそ、現在のロータリーがあります。ただし、

「オンライン例会と顔を合わせる例会を合わせたハイ

変えてはならないものもあります。

ブリッド例会が必然になるでしょう」と話されました。二
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人が共通して言われたことは、「ロータリーは変革の

新規事業を行うためには継続事業を見直さないとい

時。例会の変化も時代の変化・社会の情勢と共に変

けません。

わる」ということです。私は、7 月 3 日以降各クラブ会
長宛てに全てのクラブがオンラインに対応できるようメ

② クラブのビジョン、戦略計画を策定

ッセージを発信しました。

クラブのビジョン声明を年度計画書に掲載すると同

振り返ると今年の 3 月から 6 月まで、ほぼ全てのク

時に、例会所に掲げて欲しいとお願いしました。越谷

ラブが休会でした。今度また同じ状況になった時でも

北クラブではまだ考え中ということで、ぜひ早期に作

オンライン例会実施の体制を整えることによって、休

って頂きたいと思います。

会しなくてよくなります。越谷北クラブさんもオンライン
例会を取り入れているということで素晴らしいと思いま

『今年度の数字目標』

す。現在、オンライン例会体制を整えているクラブは

会員数 2700 名以上

30 クラブ弱です。この中でも定期的に実施している

出席率 ※今年度は RI からの支持もありました。「決

のはまだ 10 数クラブのみです。引き続き、公式訪問

して例会の出席を強要しないでください。

を通じて訴えて行きたいと思います。

特に高齢の方、持病を抱えている方に関し
ては配慮をしてください」、出席率はあくま
でクラブでカウントしてください。
※地区の HP の中にオンライン例会実行ク
ラブの一覧表を用意。そこからメーキャップ
を行ってください。リアルでのメーキャップは
相手クラブにも迷惑がかかるので、オンライ
ンが推奨されます。
財団寄付 大口寄付 1 万ドル以上
米山奨学会 法人寄付 34 地区の中で 28 位、法人寄

『今年度の地区の運営方針について説明』

付へのお願い（特に黒字会社）
青少年交換 15 名（中止）

「新たな機会へのチャレンジで、クラブに活力を!」
新たな機会を強調しました。是非新しいことにチャ
レンジして頂きたいと思います。また、オンライン例会

『おわりに』

も新たな機会です。

「今いる仲間のロータリアンを大切にしましょう」
苦しい環境の中で、ロータリアン同士で仕事を融

① 新規奉仕事業のチャレンジ

通しましょう。本当に困っているロータリアンは助けま

PETS、地区研修協議会では各クラブの会長さん

しょう。助けてもらったロータリアンは受けてもらった恩

に伝えました。ロータリーでは毎年新たな奉仕事業を

を何倍にもして地域社会に返していく事だと思いま

行うことが勧められています。加えて、奉仕事業を行

す。

うことでクラブの活性化につながると思っています。

長時間ありがとうございました。

また、クラブによっては継続事業が多いクラブがあ
りますが、これでは決してクラブは活性化しません。
越谷北ロータリークラブ
2020-2021 須賀篤史会長提言 「未来へ繋ぐクラブの絆」
ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/
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2020-2021 国際ロータリーテーマ
“ロータリーは機会の扉を開く”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

ホルガー・クナーク

・7 か月ぶりに出席しました。コロナうらめし！
太田 靖彦
・本日は中里公造ガバナーのガバナーアドレスを聞

・平和が訪れますように。

きに来ました。宜しくお願いします。小林操直前ガ

小宮山 大介

バナーとの出会いに感謝しています。

・本日もよろしくお願い致します。

第 2580 地区ガバナーノミニー 嶋村 文男 様

髙 瑠美子 伊藤 純 大島 直幸

・中里ガバナー、山﨑ガバナー補佐、木戸地区幹事、

・スマイルありがとうございます。

小池補佐幹事、嶋村ガバナーノミニーようこそ。本

長谷川 真也

日公式訪問例会及びクラブ協議会よろしくお願い
します。

出席報告

須賀 篤史
・中里ガバナー、山﨑ガバナー補佐、木戸地区幹事、

会員数

44 名

小池補佐幹事、嶋村ガバナーノミニーようこそ。本

出席者

35 名

日はよろしくお願い致します。
関 雄二郎
・中里公造ガバナー宜しくご指導お願いします。山﨑
ガバナー補佐、小池補佐幹事ご苦労様です。
小林 操

クラブ協議会ではガバナーからご指導を頂きました。

・中里ガバナー、山﨑ガバナー補佐、木戸地区幹事、
小池補佐幹事本日は宜しくお願い致します。
宮﨑 敏博
・須賀会長、関幹事。今年度宜しくお願い致します。
宮﨑 敏博
・2770 地区ガバナー中里公造様、地区幹事木戸良
樹様、第 8 グループガバナー補佐山﨑晶弘様、同
幹事小池和義様ようこそ！本日は何卒よろしくお
願い申し上げます。

ガバナーからご指導を頂いています

大熊 正行 小林 光則 関森 初義
松﨑 義一 堀野 眞孝 松井 昭夫
佐藤 要 鈴木 英男 江口 公晴
大濱 裕広 渡辺 裕介 深野 秀樹
会田 謙二 桜井 保彦 黒田 幸英
市川 洋和 髙橋 忠克 川島 徹
近藤 慎悟 青木 清
・お久しぶりです。
岡﨑 勲

須賀会長があいさつを行いました

越谷北ロータリークラブ
2020-2021 須賀篤史会長提言 「未来へ繋ぐクラブの絆」
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週報
第 2770 地区

第 8 グループ

RI 会長

ホルガー・クナーク

前回同様、会場はコロナ対策がされています。
木戸地区幹事が全体を見渡していました

ガバナーをお迎えする旗があります
各委員長からの質問が飛び交います

会場は広々と使用しています
集合写真も撮りました

事務局もサポートをしてくれています
最後はガバナーをお見送りです。
ありがとうございました！
越谷北ロータリークラブ
2020-2021 須賀篤史会長提言 「未来へ繋ぐクラブの絆」
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