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国際ロータリー第 2600 地区

12 月 1 日 №18
会 長 佐々木 敏尚

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 小崎 直利

議長（佐々木会長）
：
これより、クラブ細則第 5 条 1 節により「次
年度理事役員選出のための年次総会」を開催致
します。クラブ細則第 1 条に「定足数は会員総

光明学園相模原高等学校

では豊岡指名委員長より、指名委員会報告と
次年度理事役員候補者の発表をお願い致します。

豊岡指名委員長：
指名委員会を 11 月 24 日 11:30～「敦煌」に

数の 3 分の 1 以上」とあり、本日の出席者は、

て行い、田後会長エレクトより提案された候補

23 名により、本日の年次総会は成立致します。

者名を充分に審議致しました。

尚、前年度より、規定審議会での定款改正（定

新型コロナの影響で、次年度に向けて、一部

款第 7 条 2 節）により、年次総会にて「前年度

の委員会活動は継続していく方向性で、候補者

の収支報告」と、「今年度収支の中間報告」を

を選出させて頂きましたので、発表致します。

発表することとなっております。
今年度収支報告は、先月 11 月末までの中間
報告となり、前年度収支報告は活動計画書にも

＜次年度理事役員候補者名を発表＞
議長（佐々木会長）
：
ただ今、発表頂いた候補者の採決を取ります。

掲載していますが、一緒に回覧させて頂きます。 細則第 7 条により、挙手による採決と致します。

次年度理事役員候補者に賛成頂ける方は、挙手
をお願い致します。
（確認）

私は 2011 年の東日本大震災のあった年に、櫻
内さんから震災前に声を掛けて頂き、入会しまし

全員賛成により、候補者の皆様は承認されまし

た。2011 年には、私の前に横溝さん、佐々木さん

た。ありがとうございました。では次年度理事役

が立て続けに入会されていましたので、会長職も

員の皆様は前列にご集合下さい。田後会長エレク

来るべきものが来たという感じで、改めての感慨

トより代表して、ご挨拶をお願い致します。

なども特にありません。
ただ、さぁ次年度はどうしたら良いか考えてい

＜田後会長エレクトよりご挨拶＞

ます。このコロナ禍もずっと続くことはないと思
っていますが、いつ収束するのかが判りません。
次年度は、会員増強の早川さん、奉仕プロジェ
クトの金沢さんには、コロナの影響もあって、成
果を出せていないので、もう一年、理事をお願い
しましたが、新たに就任された理事・役員もおり
ますので、リフレッシュしていきたいと思います。
クラブ運営や奉仕活動は理事役員だけではなく、
会員皆様に支えていただかないと進めていくこと
ができません。まだ半年あると思うのか、あと半
年しかないと思うのか・・。何かご意見やご要望
などあれば、どんどん言って下さい。次年度に向

ただ今、会員皆様に次年度理事役員をご承認頂
きまして、ありがとうございました。↗

け、宜しくお願い致します。 （概要にて掲載）
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●佐々木会長、小崎幹事
①皆さん、こんにちは。本日から 12 月です。例

●金沢 邦光会員
50 年振りに見ていたＮＨＫの朝ドラ「エール」

年とは違った年末になりそうですが、引き続き、

が終わってしまい、ロス状態です。古関裕而さ

体調管理にお気をつけ下さい。

んは、私と田後さんが卒業した小学校の校歌を

②12 月お誕生日の川合会員、黛会員、おめでとう
ございます。
③豊岡指名委員長、次年度理事役員の発表を宜し
くお願い致します。
●川合 貞義会員
85 才の誕生日を祝って頂き、有難うございます。

作ってくれました！
●竹田 繁会員
川合会員、黛会員、誕生日おめでとうございます。
●田後 隆二会員
会長、豊岡指名委員長、年次総会よろしくお願
い致します。

まもなく一つ年を重ねることになりますが、新

●伊倉 正光会員

しい事に出会うことと、何かに挑戦できること

①佐々木会長、豊岡指名委員長、年次総会よろし

を探すのを楽しんでいきたいと思います。
よろしくご指導ください。
●黛 裕治会員
①12 月誕生日お祝の川合さん、大変おめでとうご
ざいます。私もお祝い頂き、有難うございます。
②次年度の理事・役員の皆様、宜しくお願いしま
す。応援します!!

くお願いします。
②川合さん、黛さん、誕生日祝おめでとうござい
ます。
●横溝 志華会員
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。
②次年度の理事役員の発表を楽しみにしています。
佐々木会長、豊岡指名委員長、お疲れ様です。
＜裏ページに続く＞

●阿部 毅会員

に関する正確な情報を知らせること等を目的とし

①川合会員、黛会員、誕生日祝おめでとうござい

て、RI 会長が開催するものです。出席対象者は、

ます。どうか、いつまでもお健やかで!!

原則として、RI 現役員、元役員及び次期役員に

②本日の年次総会、宜しくお願いします。

限られていますが、招集者によって招待された、

③私はまた眼筋マヒで、何かと不自由しております。

その他のロータリアンや来賓も出席できるとされ

●中里 和男会員

ています。

川合さん、黛さん、誕生日おめでとうございます。

今回は、元々は 11 月 24 日～27 日の 4 日間をか

●櫻内 康裕会員

けて、RI 会長や RI 財団管理委員長をお迎えして、

①会員誕生日祝の川合会員、黛会員、おめでとう

東京都内のホテルで開催予定だったようですが、

ございます。
②年次総会、会長、豊岡指名委員長、宜しくお願
いします。早いもので、もう 12 月です。

コロナ蔓延のため、初の試みとして Zoom を利用
したオンライン会議の形式が採用されたものです。
そして、第 2 部については各クラブ会長もオン

●冣住 悦子会員

ラインで出席でき、RI 会長とライブで繋がり、フ

①川合さん、黛さん、誕生日おめでとうございます。

ォーラムに参加できるということで、私も参加す

②佐々木会長、豊岡指名委員長、宜しくお願いし

ることにしました。

ます。

ですが私はドイツ語も英語もできませんので、
そもそも、RI 会長とライブで繋がっても通訳が
いなければ意味が分かりませんので、事前にガバ
ナー事務所に確認しましたところ、同時通訳がつ
くということでした。RI 会長とオンラインで繋
がったら、何を質問しようかといろいろ考えてい
たのですが、当日の出席者はなんと 860 名以上に
達しているとのアナウンスが事前に入り、私の心
配は杞憂に終わりました。
参加者名簿を見ますと、北は北海道から南は鹿
児島までの各地区ガバナーやパストガバナー、各
クラブ会長が名前を連ねていて、おそらく日本全
国のロータリークラブ会長に参加資格が与えられ

【新型コロナウイルス感染症対策】

たものと思います。

コロナウイルスの国内感染数が日々2,000 人を

日本には全部で 34 地区あり、合計 2252 のクラ

超えるような状況が続いており、引き続き十分な

ブがありますので、860 名という出席者数もクラ

警戒を行ない、例会を続けてまいりますので、ご

ブ数に比べれば、少ない方なのかもしれません。

理解ご協力の程を宜しくお願いいたします。

【ロータリー研究会】
11 月 25 日（水）に「第 49 回ロータリー研究
会」が初の試みとして、Zoom 会議というオンライ
ン形式で開催され、その第 2 部に出席しましたの
で、ご報告いたします。
ロータリー研究会とは、RI の現役員及び元役員
を対象にして、RI とその財団の方針やプログラム

尚、当クラブの所属する 2780 地区第 5 グルー
プの 11 クラブの内、会長が参加していたのは、
ニューシティ、かめりあ、当クラブの 3 クラブだ
けでした。
今回のロータリー研究会は、第 1・第 2 部に分
かれており、第 1 部では RI 理事による RI 理事会
の現況報告や RI 財務報告、4 グループに分かれ
てのｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝなどが行なわれたようです。↗

残念ながら、第１部の出席者はガバナーに限ら
れていて、各クラブ会長は第 2 部だけでした。
第 2 部のタイトルは、
「クナーク RI 会長と語ろ
う」というもので、時間は午後 8 時～9 時までの

よって、コロナの感染状況はまるで異なっている。
どのようにして例会を興味深いものにするかが重
要で、内容を濃いものにすれば、バーチャルによ
る例会であってもうまくいくと思う。

わずか 1 時間だけで、進行は司会を池袋 RC の鈴木

ドイツのベルリンには 30 以上のクラブがあり、

孝雄様が務め、最初に RI 理事の東京西 RC の辰野

外国大使が入会している伝統的なクラブもあれば、

克彦様によるご挨拶があり、
主にクナーク RI 会長

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ出身者や若い専門家の入っている若者達

をご紹介するものでした。

のクラブもある。若者達のクラブも成功している

その後、クナーク RI 会長のご挨拶と RI 方針に

ので、伝統的なクラブも若者達の新しいクラブも

関する説明がありました。
クナーク RI 会長のいる

同時に併存し得るものである。
」というような回答

ドイツと日本、通訳のいるアメリカ・シカゴの 3

をしていました。

か所を同時中継で繋ぎ、RI 会長のドイツ語のスピ

我が 2780 地区の久保田ガバナーも質問者とし

ーチを英語と日本語で同時通訳するというもので

て登場しており、ﾛｰﾀｰｱｸﾄの役割とﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの

した。使用されたシステムは Zoom ウェビナーで、

関係について、どう思うかという質問をされ、ク

クリック一つで日本語と英語の同時通訳を選択で

ナーク会長の回答は「若い人達は私達の未来その

きるという機能がありました。

ものであり、私たちﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞもﾛｰﾀｰｱｸﾀｰと同じ

クナーク会長のスピーチは、テーマ「ロータリ

目線で考えていくことが大切である。また若いﾛ

ーは機会の扉を開く」に沿ったもので、ロータリ

ｰﾀｰｱｸﾀｰにﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの経験を見てもらいたい。」

ークラブは多様性を大切にしていく必要があるこ

というような回答を行なっていました。

と、2022 年度 RI 会長に女性が選ばれたことは素

最後に、RI 理事の辰野様が謝辞と閉会挨拶を述

晴らしいことであること、全クラブが戦略計画会

べられましたが、残念ながら、そのスピーチも音

議を開き、5 年後にどのようなクラブになりたい

声が途絶えてしまい、全く聞こえませんでした。

のかを討議し、戦略計画を持ってほしいこと、４

ロータリー研究会に Zoom を通じて初めて参加

つのテストを大切な指針にしながら、ロータリー

した感想は、やはり自分の事務所にいながら、ド

クラブは変わっていかなければならないこと、と

イツにいる RI 会長とのやり取りを同時通訳で、

いうような内容でした。

直接見られるのは得難い経験だったと思いますが、

その後、RI 会長への質疑応答の時間となりまし

途中で入る司会の音声が全く聞こえなかったのと

たが、ここで残念ながら司会の音声が途絶えてし

最後の RI 理事のまとめの挨拶が全く聞こえなか

まい、どのような進行で質疑応答を進めるのか、

ったのが、とても残念でした。

説明は聞き取れませんでした。
私が見た限りでは、

事前にメール送付された資料に、当日の Zoom

6 名のガバナーが質問を行ない、各々の質問にク

のトラブルの際にはこちらに連絡下さいと記載が

ナーク会長が回答するというやり取りでした。

あり、ホストクラブの東京西 RC の 6 名の氏名と

各ガバナーの質問は、比較的穏当な質問が多か

携帯電話が記載されていたので、閉会挨拶の頃に

ったのですが、東京/2750 地区の福原ガバナーの

電話してみたのですが、
「あれ？聞こえてないです

質問が興味深かったのでご紹介します。福原ガバ

か？」とか言っている内に研究会が終わってしま

ナーの質問は、
「オンラインによるロータリーの例

い、その場で解決することはできませんでした。

会が行なわれるなど、新しい形の例会が行なわれ

Zoom で世界と結んで、リアルタイムで中継を

ているが、やはり実際に面会する形の物理的な会

行なうというのは大変素晴らしいコミュニケーシ

合を、自分としては強調していきたいと思ってい

ョンツールだと思いましたが、やはり、まだ始ま

るが、RI 会長はどう思うか。
」という質問でした。

ったばかりの技術であり、完全に使いこなすには、

これに対する RI 会長の回答は、
「実際に会って、
握手をすることはとても重要だが、世界の地域に

もう少し時間を要するのかなと感じました。
（一部要約にて掲載）

＜委員会報告＞

（概要にて掲載）

〇台湾・国際大会について

冣住会員

来年 6 月 12 日（土）～台北にて開催されます
が、大会登録をしなくてはなりません。当クラ
ブの現在の参加予定者は会員 12 名と奥様 1 名
の計 13 名です。
登録は 12 月 15 日までですと、
割引になりますが、キャンセルも考えて、ギリ
ギリまで待って登録するつもりです。もし、他
にも登録希望者があるようでしたら、早めに申
し出下さい。

〇会計

藤本委員長

年次総会の規定により、前年度収支報告書と今

・川合 貞義会員 １２月１１日

年度中間収支報告書（11 月末現在）を回覧して

・黛

裕治会員 １２月２７日

おりますので、ご確認をお願い致します。

〇お祝ショートメッセージ

報告事項

川合会員

誕生日を祝って頂き、あ

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

りがとうございます。今月で

①ガバナー月信原稿 依頼の件

８６才になります。私は何で

今年度、月信 7 号（1 月 1 日号）に、第 5Ａ・

も取っておく習慣があり、こ

5B グループのクラブ紹介を掲載したく、下記要

の８６年間の資料や写真が

領にてお送り下さい。

すごい量になり、あと２～３

・原稿字数 400 字程度 ・写真 2～3 枚（様子の

年は整理するのに掛かりそ

わかるような写真）
・提出締切：12 月 15 日必着

うですので、長生きして、が
んばります。

次週の例会プログラム
例会記録

１２月 ８日卓話 黛 裕治会員
定例理事役員会

点

鐘

１２時３０分

１５日卓話 横溝 志華会員

場

所

「敦煌」

司

会

豊岡 淳ＳＡＡ

斉

唱

国歌「君が代」

出席報告
会 員

出席（出席対象 22 名）

事前メイク者

２９名

２３名

２名（Zoom）

欠席者

本日の出席率

修正出席率(11/17)

２名

９２．５９％

ソングリーダー

伊倉 正光会員

９２．５９％

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

ロータリーソング「四つのテスト」

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
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