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会長 木村 利晴

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 93.64%
9/2メークアップ1名・泉水会員（理事会）

皆さん、こんにちは！9月最後の例会になり
ます。本日は、10月13日に開催されるガバナー
点

鐘

会長

公式訪問に先駆け、ガバナー補佐訪問というこ

木村 利晴

ソ ン グ

手に手つないで

お 客 様

2790地区2020-21年度
第10グループガバナー補佐
橋本 和治様（印西RC)

とで、橋本ガバナー補佐がお見えになっており
ます。後ほど、ガバナー公式訪問についてお話
をして頂きます。宜しくお願い致します。
新型コロナウイルス感染者数が第2波のピー
クを過ぎ、緩やかではありますが下降に転じて

きたように感じられます。八街市では12日に５
０代男性の感染が確認され19名になりました。
経済対策とコロナ感染収束を同時に進行させて
いますので大変時間の掛かる作業が続いており
ます。根気よく両立させて頂きたいと思います。
10月14日(水）、10月21日(水）は休会です。
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国政では、安倍晋三首相の突然の辞任を受け、

【幹事報告】

幹事 竹村 信彦

14日、自民党の総裁選が行われました。菅義
偉官房長官が岸田文雄政調会長、石破茂元幹事
長を大差で破り圧勝しました。菅氏は選出後
「役所の縦割り、既得権益、あしき前例主義を
打破し、規制改革を進める。国民のために働く
内閣をつくる」と宣言しました。「新型コロナ
ウイルス拡大という国難にあって、政治の空白
◎赤い羽根共同募金のお願い
（八街社会福祉協議会より）

は許されない。」速やかに党役員・閣僚人事に
着手する。とし、本日、16日午後、首相任命

◎受贈週報

式と閣僚認証式を経て新内閣を発足させるとの

・成田RC

・八日市場RC

ことです。「自助、共助、公助」をモットーと
し、何よりも「絆」を大切にする庶民派の新総

【委員会報告】
R財団委員長 増田 繁

裁に大いに期待したいと思います。
また、八街で一つ良いニュースありましたの
でご紹介致します。コロナ禍での借りて住みた
い街ランキング（首都圏版）「問合せ増加率」
ランキングにおいて、八街市が、何と146％で、
見事1位に輝きました。コロナ禍での生活環境
の変化によって問い合わせの絶対数だけでなく、
注目度が増加した街はどこかを調査する目的で
の増加率順位とのことです。テレビ放映もされ

先日、9月12日（土）

TKPガーデンシティ

た事によって、不動産屋さんへの問合せも急増

千葉に於いて2020-21年度ロータリー財団セミ

しているようです。そこで、朝晩の通勤、通学

ナーが開催され、私も参加しました。

時での東京～八街間の快速電車が少ないので、

13:00桜木委員長の点鐘のあと漆原ガバナー

今より増便されれば、働き盛りの若い世代の人

の挨拶につづき各委員会の発表となりました。

たちの移住も増え、活気ある街づくりができ、

ロータリー財団のプログラムは「地区補助

住んでて良かった街、人がうらやむ街としての

金」「グローバル補助金」「ポリオプラスプ

評価も上がっていくのではと思っております。

ログラム」「ロータリー平和センタープログ

また、そう成るよう私も働きかけていきたいと

ラム」です。これらの活動を支援する部門で

思っております。

す。

最後になりますが、ロータリアンと地域の皆

ロータリー財団はRI（国際ロータリー）が

様が笑顔で暮らせます様ご祈念申し上げ、会長

掲げる目標の達成のためRIの活動を支援しま

挨拶を終わります。

す。この活動する費用の財源は皆さんからの
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寄付です。11月はロータリー財団月間でもあ

クラブ協議会の内容はこれまでと異なり、

ります。ぜひともご協力をお願いします。

a)会長によるクラブ戦略計画発表、b)クラ
ブの利点・欠点、c)私のロータリーモーメ

・年次基金寄付額が関東地区（10地区）で

ント発表

最下位

（両クラブ2名ずつｘ5分）、d)

質疑応答・講評会となります。

・ポリオ撲滅まであとわずか。

尚、ガバナーの卓話でパワーポイントを使

（残すはアフガニスタン、パキスタンの み）

われますので、プロジェクターをご用意頂

・平和フェローシップで世界の平和の実現と

きたいと思います。

紛争の解決に寄与できる人材の育成

式次第や役割分担につきましては、富里RC
さんと協議をして決定 していただければ幸

最後にコロナ不況のまっただ中、かさねてお

いです。

願い申し上げます。

従来の公式訪問であれば、お話しはここ
までなのですが、今年は新型コロナの影響
で、対面での開催が難しいことも予想され
ます。2790地区においても、これまでにも

【ガバナー公式訪問に向けて】
第10グループガバナー補佐
橋本 和治様（印西RC)

公式訪問を延期したクラブや、八街RCさん
富里RCさんのように合同開催を予定してい
たところが合同開催を取りやめて単独開催
となったり、全体的に時間短縮で行ったり、
会場の人数制限をしたり 、ZOOM による リ
モートを使用したクラブもあります。
会場のラディソンホテルはオンラインが
可能ですので、もしも、ZOOMなどを利用し
たオンラインを使用もしくは併用して開催

本日は、10月13日のガバナー公式訪問につ

する場合の式次第は、ガバナー・会長・幹

きまして、説明とお願いに参りました。よろ

事懇談会（次期会長・幹事出席可）を30分

しくお願いします。

程度に短縮、例会も一部短縮もしくは省略

本来であれば、公式訪問の2週間前の例会に出

可能です。ただしガバナーの卓話25分は確

席させて頂くところですが、日程の関係で4週

保してください。また、クラブ協議会もb)

間前の本日となりましたので、ご了承下さい。

クラブの利点・欠点と私のロータリーモー

今期の公式訪問の式次第は、ガバナー補佐・

メント発表を省略して頂いても構いません。

会長・幹事懇談会（次期会長・幹事出席可）、

何よりも会員の皆様の安心・安全を最優先

次に例会（通常通りでガバナーの卓話は 25

して開催して頂ければと思いますので、宜

分）、最後にクラブ協議会となります。

しくお願いします。
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最後にお願いが一つあります。

次に履き物を揃える習慣に取り組んでいます。

ロータリー ダイナースクラブ コーポレート

綺麗に揃えるばかりで無く、その場面で最良の

カードの採用についてです。クラブの活動や

揃え方を学んでます。が、自分の甘えで「まぁ

日常発生する経費を本カードでお支払いいた

～いいか！」

だくと、利用額の0.3％がポリオ撲滅のため

来るように努めたいのもです。

の時もありますのでしっかり出

の資金としてロータリーに還元されます。現
在、2790地区では36.1％、第10グループでは
50％のクラブが利用しています。八街RCも是
非ご協力をお願いします。
緊急事態発生！ このままではロータリーが
なくなっちゃう！！
たった1年間で、日本中からロータリアンが
2,289人も消えてしまいました。1地区平均で
【会員卓話】
は67.3人が喪失してしまったのです。増加し
綱島 清司会員
た地区は僅かに2つだけ・・。それも合わせて
43人にすぎません。原因は新型コロナ禍で
しょうか？きっとそうですよね。でも、ロー
タリーのスピリッツが各自に確立していれば、
こんな結果にはならなかったかも知れません。
改めて、会員増強のあとの新会員向けの啓
蒙・啓発が必要であることを悟りました。 各
クラブは、年に数回、新会員向けの勉強会を
開いてください。そこで先輩達は、ロータ
リーとは何なのか、自分の人生にどれだけ有
益なものなのか、クラブに所属しているとい
入会の承認につきまして、有難うございます。 うことにどのような意義があるのかなど、い
ろいろと基本的なことを説諭してください。
お礼申し上げます。
私達はもう一度、ロータリーの素晴らしさを
八街ロータリークラブの例会の出席率が90％ 再認識しましょう。静かに落ち着いて考えて
みてください。ロータリーの存在は、私達に
前後の良さに驚きです。私も出席しなければと どれほど大切な時間や思い出や仲間を与えて
本日3時30分に出発し那珂市にて住宅の検査約60 くれたのかを・・。 最後に、新会員に対しあ
る格言から作文しての一言を贈ります・・。
分…そして移動。つくば市に同様検査、完了後 ロータリアンには２種類がある。 すなわち、
急ぎ帰宅しシャワー済ませて出席させて頂きま 「すでにロータリーが好きになってしまった
人」と「これから好きになる人」だ。
した。
他の会にて勉強中の中で「実行によって直ち
に正しさが証明できる…と」習っており、椅子

第１地域 ロータリーコーディネーター補佐
田中 久夫（高崎RC）
ROTARY コーディネーターNEWSより

を机にしまう習慣を付けてます。（邪魔になら
ないので動きやすくなりました。）

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 関 由美子
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