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台湾・台中文心ロータリークラブ
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第 2094 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

10 月 26 日 №16
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 阪西 貴子

直前会長

佐々木

敏尚

の要請を全面解除することを決定しており、酒
類提供の停止なども含めて、全面的に要請が解
かれました。
昨年度はコロナ禍に振り回され、一度も夜間
例会を開催できませんでした。過去の記録を調
べてみたところ、当クラブで最後の夜間例会は、
横溝会長の時の最終例会が 2020 年 6 月 26 日に
「小田原屋」で夜間例会を行なったのが最後で、
今日が 10 月 26 日ですので、ちょうど 1 年 4 カ
月ぶりの夜間例会となります。例会で皆様と、

＜１年４カ月ぶりの夜間例会です！！＞
本日は大変久しぶりの夜間例会です。神奈川
県は昨日（25 日）から飲食店への時短営業など

こうして杯を酌み交わすことができる日を待ち
望んでおりましたので、本日は久しぶりの夜間
例会を存分にお楽しみ頂きたいと思います。

ただ、ご存知の通り世界に目を向けると、感染

伺っており、私も会長在職中は結局、一度も生徒

者数はそれほど減少しているわけではありません。 や先生とは面会することができませんでした。
特に緯度の高い国では、感染者の増加が顕著にみ

そこで、今年度は電話・メール・オンラインで

られており、イギリスでは 10 月 22 日に一日の感

接触を持とうと考えて、当クラブの卓話をオンラ

染者が 5 万人を超えたという報道がなされており、 インで光明学園インターアクトクラブの生徒に聞
また、ロシアでも 10 月 21 日に一日当たりの感染

いてもらおうと考えています。既に光明学園の金

者が約 3 万 6000 人、死者が 1036 人で、いずれも

子先生とは、電話とメールで複数回の打ち合わせ

過去最多を更新したという報道がなされています。 を行い、11 月 12 日（金）午後 4 時から、Zoom を
このような世界の情勢を踏まえ、日本でも寒く

利用した完全オンラインで、当クラブの卓話を光

なる 11 月から 3 月に向けて、
第 6 波が来ることを

明学園インターアクトクラブの生徒と金子先生に

多くの専門家が指摘しております。今日は久しぶ

聞いて頂く計画を立てております。

りの夜間例会ではありますが、感染対策にも配慮

卓話者は会長エレクトの小崎さんで、お願いし

した上で、お楽しみ頂きたいと思います。

た理由は、先日の例会で「ビジネスコンテスト」

＜地区インターアクト委員会＞

の卓話がとても面白く、学生達にも興味を持って

私は今年から、地区インターアクト委員会の委
員に選任されておりますので、インターアクトの
件について少しだけお話しさせてください。

頂けそうに思われ、また小崎さんがオンライン操
作に慣れていること等の理由からお願いしました。
当クラブでも、光明学園の生徒達にオンライン

2780 地区では、
12 のインターアクトクラブと提

で卓話をするのは、初めての試みとなりますので、

携しておりますが、地区委員会の話によれば、ど

その結果は、また後日ご報告させて頂く予定です。

のインターアクトクラブも、コロナ禍でほとんど

＜会長代行＞

活動ができず、提唱ロータリークラブとの関係も

会長が例会を欠席されると、直前会長がその代

希薄になってしまっているということでした。そ

行を務めるということで、本日はお休みの田後会

のため地区委員会では一度、関係性が途切れてし

長に代わり、私がお話しさせて頂きました。

まうと再度つなぐのが難しくなりますので、でき

田後会長は、直前会長にも活躍の場という配慮

るかぎりロータリークラブから提唱インターアク

のもと、ご欠席されたと思います。私はそのよう

トクラブに繋がりを保持して頂くよう、努力して

な配慮もせず、昨年度の１年間を皆出席で終えて

下さいと言われています。

しまい、横溝パスト会長には大変申し訳ないこと

確かに昨年度は結局、インターアクトクラブと

をしたと反省しております。

は一度も関わりを持たず、
終わってしまいました。

もし今年度、もう一度田後会長がお休みになる

例年では年度代わりに、会長が挨拶に行くこと

ことがありましたら、その際には私もお休みして、

が多かったのですが、光明学園からコロナ感染防

横溝パスト会長にお任せしたいと考えております

止の観点から、直接の面会は控えたいとの意見を

ので、宜しくお願い致します。
（一部要約にて）

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
●佐々木直前会長、阪西幹事

①ガバナー会より第 1 回会長主催会議 You Tube

皆様、
こんばんは！久し振りの夜間例会ですね。

視聴のお知らせ

田後会長は残念ながら欠席ですが、コロナ対策

去る 10 月 5 日に、シェカール・メータ RI 会長

を継続しつつ、楽しみましょう！

による「第１回会長主催会議」が韓国・慶州に

●川合 貞義会員、小野 孝会員

て行われ、You Tube 視聴のご案内が届きました

久し振りの夜間例会、お酒も飲み屋で飲めるよ

ので、お知らせ致します。

うになり、家族から逃れられる気がして、生き

（※希望者には詳細をお送り致します）

がいが増してきたような気分です。
●中里 和男会員
夜間例会を楽しみましょう。

１１月 ２日ゲスト卓話「会員増強について」

●横溝 志華会員

地区会員増強維持拡大委員会

本日、一年振りの夜間例会です。楽しみです。

峯尾 勝彦氏、関根 正司氏

●櫻内 康裕会員

定例理事役員会

久し振りの夜間例会ですね。楽しく飲みましょ

９日ゲスト卓話「財団月間にあたり」

う！

財団学友 石塚 愛さん

●阿部 毅会員

随行委員 福山 茂氏

①久し振りの夜間例会、皆さんと大いに飲みまし

１５日卓話 永保 固紀会員

ょう。
②眞子様のご成婚をお祝い致します。お幸せに、
お過ごし下さい。
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「敦煌」

皆様と久し振りにお酒を交わせることを楽しみ

司

会

櫻内 康裕ＳＡＡ

にしています。本日は楽しんでいきましょう。

斉

唱

「それでこそロータリー」

●藤本 恵介会員、河野 崇会員

本日のスマイル額
今年度の累計額

１０，０００円

ソングリーダー 河野 崇会員

２８７，５００円

会

員

２７名
欠席者
３名

●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

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

１９名

２名

本日の出席率
８７．５％

修正出席率(10/12)
９５．８３％

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
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