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今年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防

13:00～16:00 の日程で、

止のため、相澤ビル 8 階を本会場としながら、

PETS 全体会議が開催さ

Zoom ミーティングを利用したオンライン開催と

れました。分科会は後日

なりました。

グループ別に開催される

しかし、参加者 100 名がシステムの上限であ

とのことです。次第は次

ったため、一部の参加予定者がアクセスできな

の通りでしたが、最後の

いトラブルに見まわれ、ガバナー挨拶の最後で、

「世界ポリオデイ・ロー

地区役員に退出を促す事態となりました。

タリー奉仕デイについて」

オンライン開催であることから、国内 6 地区

は「次年度 RI テーマ及び地区方針」で、まと

（2530、2560、2630、2660、2700、2780 地区）

めて田島透ガバナーエレクトが話をされました。

共同で、シェカール・メータ（Shekhar Mehta）

13：00 点鐘

RI 会長エレクトの講演をリアルタイムで拝聴す

13：01～13：02 開会の言葉

る機会を得ました。

13：02～13：10 次年度ガバナー補佐・地区委

メータ氏は冒頭の「こんばんは」以外は全て

員会委員長・地区役員の紹介

英語で話をされましたので、ほとんど理解でき

13：10～13：20 ガバナー挨拶

ませんでしたが、熱意は伝わりました。同時通

13：20～13：30 RI 会長エレクト シェカー

訳のサービスもあったようですが、当地区には

ル・メータ氏紹介
13：30～14：15 メータ会長エレクト オンラ
イン参加「RI 会長エレクトの特別講演」
14：15～14：50 次年度 RI テーマ及び地区方
針（田島ガバナーエレクト）
14：50～15：00 地区予算の承認
15：00～15：30 基調講演

地区ビジョンと行

配信されませんでした。
せっかくのリアルタイム講演なので、参加 6
地区からそれぞれ代表が質問を行い、うち 2 件
は増強、4 件は奉仕活動についてで、一部の質
問者が演説のように長く、予定を 10 分程度超過
し、メータ氏の回答は 5 分程度でした。
次年度 RI テーマは「Serve To Change Lives」

動計画（相澤パストガバナー）

とのことです。
「奉仕しよう みんなの人生を豊

15：30～15：55 世界ポリオデイ・ロータリー

かにするために」と訳されています。このテー

奉仕デイについて（田島ガバナーエレクト）

マを基礎に、メータ氏は次の 2 点を強調されて

15：55～16：00 点鐘

いました。

奉仕プロジェクトの実施
②１クラブ１奉仕事業
地域の現状に焦点を当て、インパクトのある社
会奉仕活動を目指す
③ロータリー会長賞への挑戦
④ヒューストン国際大会への参加
①「Each One Bring One」
：会員数がこの 20 年間

数値目標は次の通りです。

120 万人のままだが、これを年度終了時までに

１．会員数 2396 名以上

130 万人にしたい。

２．女性会員比率 15％

②「Do More Grow More」
：ロータリー奉仕デイの
イベント計画・開催をすべてのクラブにお願い

３．ロータリー財団寄付 年次基金 200 ドル/会員
４．ロータリー財団寄付 各クラブベネファクター

したい。

1 名以上
５．ロータリー財団寄付 ゼロクラブゼロ

これを受け、田島ガバナーエレクトが地区活動

６．ポリオプラス寄付 40 ドル/会員

方針として掲げたのは「ポリオ根絶と会員増強」

７．米山記念奨学金寄付 2 万円/会員

です。また、地区行動目標として「地区ビジョン

８．米山記念奨学金寄付 ゼロクラブゼロ

の実現」を目指すとのことで、優先項目を次の通
り説明されました。

以上、地区予算の承認、基調講演については割

１．地域社会の変化とニーズをとらえる

愛させて頂きます。尚、地区カレンダーにて当ク

①地区のビジョン・行動計画の理解と推進

ラブや地区の主な行事は下記となります。

・「クラブ・フューチャービジョン会議」の開催

・ガバナー公式訪問 2021 年 9 月 21 日（火）

②変化に対応できる組織への対応

・地区大会 2022 年 3 月 20 日（日）、21 日（祝）

・「クラブに変化と成長を」
（柔軟性のあるクラブ
運営）

一般の会員参加は 3 月 21 日
・地区研修・協議会 2022 年 4 月 17 日（日）

・「クラブ・デジタル化の推進」
（全員がマイロー
タリーへ登録）
・例会、会合、研修などのバーチャル技術の使用
を支援・奨励する

今回の Zoom 参加が、皆様との最後の機会と

２．地域社会にインパクトをもたらす

なりました。1 年間ずっとコロナの影響で皆様に

①ポリオ根絶に向けた横断的な活動の推進

お会いできることが、な

「世界ポリオデーの開催」

かなかできず残念ですが、

②会員増強維持拡大 地区会員数：2396 名以上・

大学では学べないことも

女性会員比率 15% 「Each One Bring One」

奨学生として、いろいろ

３．多様な人々との出会いとつながり

体験できました。経済的

①若い人たちへの積極的支援 IAC、RAC の拡大

な面だけなく、精神的な

②将来のリーダーの発掘、育成

面でも一生忘れられない

４．積極的に行動します

思い出です。

①ロータリー奉仕デイ
・従来の IM をロータリー奉仕デイの開催に変え
て実施する。
・地域社会に、より大きなインパクトをもたらす

私の研究論文は米山奨
学会にアップしますので、
読んで頂けたら幸いです。
（概要にて掲載）

お受けする方向で進めることにしました。
尚、事務局の江成さんのご意見はどうかという

【完全オンライン例会】
本日は、当クラブでは 3 度目の完全オンライン

点も重要で、理事会にて江成さんにもお聞きし、
仕事内容は同じなので、兼任でも問題はないとい

（Zoom）例会です。先週はクラブフォーラムで皆

う言葉を頂きました。また現在、柴胡 RC 事務局

様から例会の開催方法に関するご意見をお聞かせ

も兼任しているので、柴胡 RC にお聞きしたとこ

頂き、その後、Zoom 理事会にて 3 月中の例会は全

ろ、中クラブの判断に任せるとのご意見です。

てオンライン
（Zoom）
で行うことに決まりました。

従って、今後は江成さんに 3 クラブ事務局を兼

これはコロナ感染者数が、なかなか減少しない

任する方向で進めることになりましたが、3 クラ

状況下において、理事会として会員皆様の健康と

ブの事務局経費の負担割合や江成さんの仕事の条

安全を第一に考える必要があるという意見が強か

件をどうするのか等はこれから決めていく必要が

ったことから、
仮に緊急事態宣言が解除されても、

あります。今後は、とりあえず 3 クラブ会長・幹

3 月中の例会は完全 Zoom で行なって様子を見た方

事が集って話し合うことになっていますので、話

がよいという結論に至ったものです。従って、来

が進みましたら、またご報告させて頂きます。

週（3/23 日）
、再来週（3/30 日）も、完全 Zoom
で行ないますので、宜しくお願い致します。
尚、4 月以降の例会の開催方法については、3

【奉仕活動】
先週、金沢奉仕委員長からご説明の通り、5 月

月後半の感染者数や他クラブの動向なども踏まえ、 9 日（日）午前 10 時～午後 5 時まで、
「鹿沼公園」
3 月中に理事会を再度開き、理事会の決議をもっ

にて、障害のある子供たちとその家族を対象に人

て決定する予定です。

力車による奉仕事情を行う予定です。奉仕活動に
ご協力を頂くのは、児童発達支援・放課後等デイ
サービスを提供している“スリーピース”さんと、
人力車を提供している“岡崎屋惣次郎”さんです。
一昨日（3 月 14 日）日曜に、金沢委員長と二人
で、スリーピースさんと岡崎屋惣次郎さんが実際
に障害のある子供たちを人力車に乗せて走ってい
るところにお伺いして、お話してきました。
金沢委員長と私が滞在していたのは１時間程度
ですが、その間にも次々に利用者のファミリーが

【事務局の兼任】

訪れ、人力車に乗っていました。障害のあるお子

先週（3 月 9 日）の例会週報に、理事役員会の

さんを人力車に乗せて走るという内容は事前に聞

議事録が掲載されており、何点か重要な事項が含

いていましたが、実際に目の前で見ると、その迫

まれておりますので、内容をご説明致します。

力に驚きました。人力車を生で見ると、相当に大

今月（3 月）
、相模原東 RC よりクラブ事務局が、

きく高いので、大人が乗り込むのも簡単ではあり

5 月末で退職することになり、中クラブの事務員

ません。その人力車に、体の不自由な方を抱きか

に東 RC 事務局も兼任して頂けないかという打診

かえて乗せ、シートベルトを着け、路上を走るの

を受けました。先週の理事会で検討して、子クラ

ですから、結構な緊張感と爽快感があります。

ブの東 RC から事務局が急に辞職となり、
兼任の求

人力車を降りた利用者の方々は、言葉は発して

めが来ている以上、できる限り引き受けた方が良

いませんでしたが、皆さんがとても喜んでいるの

いでしょうし、事務局兼任になれば、事務局の賃

が全身から伝わってきました。

貸料・光熱費・通信費などの経費節約が見込める

現在の予定は、鹿沼公園の周りの路上を人力車

等の事情もあり、当クラブとしては事務局兼任を

が走ることを予定していますが、当然、公園内や

路上では多くの通行人や車がいますので、受付や
交通整理などを行なうボランティアがたくさん必
要になります。今後、奉仕活動の詳細は金沢委員

●佐々木会長・小崎幹事

長から説明があると思いますが、結構なマンパワ

①皆さん、こんにちは！3 回目の完全 Zoom 例会で

ーが必要なやりがいのある奉仕活動になると思わ

す。だんだんと暖かくなり春の訪れを感じます。

れます。ぜひ皆様には、5 月 9 日（日）は今のう

橋本公園の河津桜は 2 週間ほど前に満開を迎え、

ちから、ご予定を確保して頂ければ幸いです。

現在はもう葉桜になっておりました。ソメイヨ
シノの桜も楽しみです。

【次週の卓話】

②米山奨学生の邵さんも大変な１年でしたが、ご

ご存知の方も多いと思いますが、3 月 9 日の朝

卒業嬉しく思います。おめでとうございます。

日新聞に、藤本さんの会社（F-Design）が写真付

③3 月結婚記念日祝の皆様もおめでとうございます。

で紹介されました。「ロボット開発、被災地で挑

●最住 悦子会員

戦中

①邵（ｼｮｳ）さん、卒業おめでとうございます。

相模原のベンチャー」というタイトルで、

藤本さんの顔写真も掲載されています。今もネッ

②3 月結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。

ト上で朝日新聞デジタルの記事を無料で見ること

●横溝 志華会員

ができ、まだご覧になっていない方は「朝日新聞」

結婚記念日を祝って頂きました。ありがとうご

「エフデザイン」で検索を行なってみて下さい。

ざいました。

次週は、
その藤本さんが完全 Zoom 例会における

●豊岡 淳会員

初めての卓話に挑戦して頂きます。ぜひ来週の藤
本さんの卓話にご期待ください！
（紙面上、一部要約にて掲載）

①米山奨学生、邵佳慧（ｼｮｳ ｶｶｲ）さん、卒業お
めでとうございます。大変な時期に良く頑張り
ましたね。今後のご活躍を心から応援致します。
②田後会長エレクト、PETS 報告宜しくお願いします。
●阿部 毅会員

・横溝 志華会員

３月 １日

・大槻

実会員

３月 ７日

・金沢 邦光会員

３月１２日

・田後 隆二会員

３月２５日

・老沼 秀夫会員

３月２９日

報告事項
例会記録

①米山奨学生の邵さん、卒業おめでとう！コロナ
禍で良く頑張りました。
②今月の結婚記念日の皆様、良い季節におめでと
うございます。
③PETS 報告の田後エレクト、宜しくお願いします。
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●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実
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