
 

  

 
 

■ 第2770地区ガバナー 松本 輝夫様 (さいたま中央RC) 

■ 第4Gがバナー補佐 三枝 和男様 (大宮東RC) 

 

 
 

皆様、こんにちは。 

松本ガバナー、三枝ガバナー補佐、ようこそ、

我がクラブにお越しくださり誠に有難う御座い

ます。岩槻東クラブ、全会員を代表いたしまし

て、心より歓迎いたします。 

本日は我がクラブのありのままの姿をどうぞ

ご覧になってください。 

平素より先輩会員のご指導の元、例会の準備、進行、発言の仕方まで、

しっかりとした運営が為されていると勝手ながら自負しております。ど

うぞ 1日宜しくお願い致します。 

さて先日、地域づくり委員会、なるものに参加して参りました。昔は

近江商人の『三方よし』と言われましたが昨今では SDGs に代表されるよ

うに「働き手よし」「未来よし」を加えた『五方よし』が叫ばれており

ます。地域とはそこで暮らす住民、地元企業、行政が一体となって取り

組まなければ実現は難しいと思います。そこから考える本当の地域づく

りとは『地域の維持を前提として変化させて行くこと』が不可欠なので

す。①何のためにやるのか②誰のためになるのか(それぞれの立場で)③

どこを動かすのか④どう生かすか、我がクラブの伝統である『笑顔であ

いさつ』に代表されるように先ずはお互いに挨拶を交わし会える関係づ

くりがとても大切だと感じました。 

さて本日は松本ガバナー公式訪問例会でございます。『神は細部に宿

る』と申しますが松本ガバナーにおかれましては色々とお気付きの点が

ございましたらどんどんご指摘頂ければ幸いです。 

また、ガバナーには「やり方」ではなくロータリアンとしての「在り方」

をご教示いただければ、必ずや我がクラブの力に変えて行けると確信し

ております。 

それでは皆様、どうぞ一日、宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より、ロータリー部門セミナーZOOM開催のパスワード・IDが届き

ました。 

 9/4(土) 13:30 点鐘 入室ＩＤ 821 5948 パスワード 2770 

 奥津雅史会長、山形照之財団・学友副委員長が申込済みです。 
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ガバナー公式訪問卓話       

２０２１－２０２２年度ガバナー松本 輝夫様 

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。 
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2. 浦和北ＲＣより、10/4(月) 

地区大会チャリティーゴル

フ大会が、緊急事態宣言が

延長の為、中止の案内が届

きました。又、この件に関

してクラブの登録料1万円を

5千円はポリオ根絶へ、残り

5千円はCOVIDO-19支援金として、寄付して頂きた

い旨、お願いが参りました。 

3. 地区より、ユーチューブ動画「みらいの窓まっ

チャンネル２号」が届きました。 

4. 地区より、「補助金事業の資金」の振込みを致し

ますが、補助金資金を利用した国内外の旅行等

は、12月末まで認められないとの事です。この件

は後日、理事会にて検討を要します。 

5. 地区より、「RLIパートⅠ」開催の案内が届きました。 

 ・日時 9月25日(土)  9:30  開会 17;00閉会 

ZOOMによるオンライン開催で、60名を申込上限と

なります。この件は既に会員皆様にFAX済です。 

6. 清水勇人さいたま市長より、初代さいたま市長 

相川宗一氏のお別れの会の案内が届きました。 

 ・日時 9月26日(日) 10時～12時 

 ・場所 ロイヤルパインズホテル浦和 

 相川宗一氏は去る1月25日にご逝去なさり、既にコ

ロナ禍の為、家族での密葬は済んでおります。ク

ラブとして代表にて1名に出席して頂く予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会進行役 橋本会員・飛田会員   

本日のテーマ ガバナー公式訪問例会  
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松本輝夫ガバナーはじめ三枝和男ガバナー補佐とZOOM参加の会員皆様、本日は、公式訪問お疲れさまでした。 
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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思います。 

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
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 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。 

 

[クラブ協議会] 

発表者…遠藤光治ＳＡＡ  

◆ガバナー講評＝お年を召している方に参加して頂け

ないと云う会員には、小懇親会の様な形をとるとか、

何らかのフォローをして行かないと退会に繋がってし

まうので、心掛けて頂ければと思います。 
 

クラブ研修リーダー委員会 菊池和彦副委員長・阿津

澤清親睦委員長・プログラム・例会委員会 丹野寿明

委員長・藤田恵子ＩＴ委員長  

◆ガバナー講評＝先ず、クラブ研修リーダー委員会に

ついては、菊池さんが、ロータリーを知って楽しんで

もらう事を話しておられましたが、好きになる、楽し

んでもらうという事を、先日の田中久夫様の講演に話

しておられましたが、ロータリーの知識を勉強して楽

しんでいただければと思います。親睦とは…? いろい

ろ考えてみるとロータリー活動の土壌を作るものだと

思います。ロータリーのハンドブックを私も読んでい

ますが、中にロータリーの話をして下さい…と書いて

あります。参考にしてください。 

プログラム・例会委員会では、委員会毎にテーマを決

めている事はこのクラブは良い方向だと思います。参

考にさせて頂きます。 

ＩＴ委員会は、いろいろとご苦労をされていると思い

ます。ＩＴは食わず嫌いの人が多いと思いますが、こ

のクラブはZOOM例会を良くやっていると思いますよ。

ハイブリット例会では、ZOOMで入った人にも何かしゃ

べらせてください。 
 

会員増強理事、飯淵昭二(欠席の為、書面にて参加) 

増強・退会防止加藤哲男委員長  

◆ガバナー講評＝ワクチンを打って換気を良くしてか

ら、食事会や懇親会を少人数でやる分には、良いと思い

ます。会費が高いので、中々支払いが大変だという方が

いらっしゃいますが、酒を飲む費用を考えたら、安いも

のだと思いますよ…。又、入会お誘い名簿と云う物を

作った…と聞きました。良い事だと思います。そして

同好会のお話も面白いと思います。趣味の会でこの

間、ある川口の方のクラブでは、4人いっぺんに入会

した…と云う話を聞きました。ゴルフの会かもしれま

せんね。皆さんで情報共有をして頂く事が大事です。 
 

斎藤公司出席奨励委員長 

◆ガバナー講評＝出席はＺｏｏｍでも毎回参加しても

らう事が大事です。欠席が続くと休むことに慣れてし

まい、チョットした仕事が入るとこれ幸いとばかりに

例会を休む、これに慣れてくるとひいては退会に繋

がってしまう事になります。 
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斎藤公司出席奨励委員長さんのロータリーは「1に出

席・２に友情・3に学んで・４に奉仕」とても良い文

句だと思います。そしてこのクラブはこれだけの名簿

もキチンと用意出来ているのですから非常に良い事で

す。これからもこれを続けて頂きたいと思います。 
 

萩原満久公共イメージ理事 小宮 勇会報・広報委員長 

◆ガバナー講評＝中々、世間に今のロータリーの事を

積極的に進めて欲しいとＲＩも地区も提唱しておりま

す。地区でものぼりを作成して会員の皆様に御貸し出

来る様にしています。このクラブの週報はとても良く

出来ていますね。納涼例会の記事や、卓話も素晴らし

い内容のものが掲載されています。又、ロータリーの

友誌への「ロータリーアットワーク」への投稿も宜し

くお願い致します。新しい事をやった時は友誌に掲載

して頂くと、他のクラブにも参考になると思いますの

で、挑戦してみてください。 
 

飛田美佐子奉仕プロジェクト理事 遠藤光治地域社会

奉仕・ブライダル委員長 山崎和雄国際奉仕委員長 

菊池和彦職業奉仕委員長 

◆ガバナー講評＝地域社会奉仕はコロナ禍で、動くこ

とが難しくなっているかと思いますが、何か対策を講

じて頂く必要があるのかなぁ～と思います。変更をし

て頂く事が大事です。 

国際奉仕委員会は、地区でもベトナムにしてもフィリ

ピンにしても、現地が奉仕事業を行える状況では無く

なっています。 

職業奉仕委員会は確かに菊池さんが仰っている通りです

が、ひとつ若い方に職業について、知って頂く方法もあ

ると思いますので、トライしてみて下さい。又、会員の

職業については「職奉手帳」の様なものを作っているク

ラブもありますので、参考にしてみて下さい。 
 

小泉真悟青少年奉仕理事 

◆ガバナー講評＝有難うございました。米山の学生さ

んが毎回参加して頂いている事は、素晴らしい事と思

います。インターアクトもコロナ禍でもあり、どこの

クラブも低調になってしまっております。私のクラブ

は淑徳与野高校ですが、受験校になってしまっており

ますので、やはり活動が大変な状況になってしまって

おり、顧問は毎年同じ先生が受けてくれております。 

少年サッカーチームにボールを送って頂いているので

すね。大会などには、何方か顔を出して下さい。ＲＹ

ＬＡは今年度は宮古島に行きますので、どうぞ皆さん

参加して下さい。私も参加しますので、宜しくお願い

致します。 
 

橋本かほるＲ財団・米山理事 中里 仁米山奨学委員長 

◆ガバナー講評＝橋本さんのおっしゃっている通りで

す。ロータリーは会員皆様の寄付で成り立っている団

体ですので、皆様のご協力が無かったら成り立ちませ

ん。仕組みを理解して頂いてどうぞご協力をお願い致

します。 

 

◆三枝和男ガバナー補佐の講評…完璧なＺＯＯＭによ

る公式訪問と云う事でした。これからも引続き、広げ

ていければ良いかと思います。今日は有難うございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

8/31免除 
3名 

25 
(3) 

18 
(0) 4 2 90.90% 

8/17修正 

免除3名 
25 
(3) 

19 
(1) 4 0 81.81% 

出席報告  

今回の公式訪問例会のクラブ協議会時の発表

内容を原稿に書いてお送り下さった方が4-5名

いらっしゃいますが、例年クラブ協議会の原稿

は、紙面の関係上、ガバナーの講評のみとさせ

て頂いております為、今回は掲載しておりませ

ん。お送り下さり有難うございました。 
 

 週報編集子 


