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【会長挨拶】

会長 木村 利晴

・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 90.62%

会長

皆さん、こんにちは！ 12月に入り 、 朝晩
めっきり寒くなってまいりました。10℃を下回
る日が多く、冬が近づいてきたなと感じており
ます。日中は温かい日もありますので、寒暖の
差が大きく、その変化に身体がついていけない
人もあろうかと思います。お体には十分注意を
して頂き、体調管理に努めて頂きたく思います。
コロナ感染も第3波の収束が見えておりません。
ご自分が感染したことを想定し外部の方との接
触の仕方を考えて頂き思いやりのある行動を
とっていただきたいと思います。まずは、予防
に徹しましょう。
本日はお客様として梶原等ガバナーエレクト
と橋本ガバナー補佐がお越しくださいました。
会員の皆様の思いを、梶原エレクトとお話合い
が出来たらと思っております。梶原様宜しくお
願い致します。ロータリークラブでは、12月は
「疾病予防と治療月間」ということで、先週に

木村 利晴

それでこそロータリー
第2790地区ガバナーエレクト
梶原 等様（千葉RC)
第10グループガバナー補佐
橋本 和治様（印西RC)
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引き続きお話したいと思います。ロータリー
クラブは新型コロナウイルスとの闘いを支援
していますのでそのお話をします。
新型コロナウイルスの猛威により世界に不
安と困難な状況が広がる中、ロータリー会員
と参加者たちが画期的な方法で支援し、離れ
ていても手を差し伸べる方法があることを示
しています。奉仕と行動を大切にするロータ
リー会員は、地域社会で率先してプロジェク
トを立ち上げ、支援を必要とする人々への援
助を行っています。しかし、多くの地域で生
活が急変しており、保健専門家らは、人びと
が互いに距離を空け、感染力の強いこのウイ
ルスの拡大防止のために必要であれば自己隔
離することを呼びかけています。
現在は、各地の保険当局による新型コロナ
ウイルス情報の周知を援助し、パンデミック
（世界的大流行）によって多大な負担を強い
られている医療施設や病院に防護用品を寄贈
するといった活動を行っております。現在ま
でに様々な方法で行ってきた会員の支援活動
をご紹介します。
・感染被害が最も大きな国の一つであるイ
タリアでは、クラブが寄付を募り、多くの患
者を抱える病院のために人工呼吸器と防護用
品を購入しました。別の地区では、患者の治
療にあたる医師や看護師のために、防護用品
を購入しました。
・香港では、クラブが資金を集めて医療品
を購入し、公営住宅を訪問してマスクと殺菌
剤を配りました。
・スリランカのロータリークラブは、空港
トイレに体温計を設置したほか、コロナウィ
ルスに関する認識向上のポスターを作成して
全国の学校に配りました。
・パキスタンでは数千枚のマスクを地元市
民に配布。
・韓国内のクラブは、赤十字に155.000ド
ルを寄付。
・ナイジェリアでは、ウイルスの恐ろしさ
を伝えるキャンペーンを実施
・米国（メリーランド州）では、各ボラン
ティアが毎週、隔離状態にある一人暮らしの
市民に連絡し、状況確認、必要なものを訪ね
ています。また、玄関先にお花を届ける活動
もしています。
このように沢山事例があります。この危機
に対応乗り越えるために世界中のロータリー
クラブは活動しています。
今、コロナ感染拡大している中、私たちに
求められているものは何なのか、その中で、

私たちができることは何なのかを考え、新型
コロナウイルスと闘っている全ての人たちを
支援していくことが求められております。そ
れができるのがロータリークラブでありロー
タリアンであると信じております。皆様の慈
愛に満ちた活動を宜しくお願い致します。
最後になりますが、ロータリアンの皆さま
と地域の皆様が毎日笑顔で暮らせます様ご祈
念申し上げ会長挨拶と致します。ありがとう
ございました。

【幹事報告】

幹事 竹村 信彦

◎第3回ブラッシュアップセミナー開催のご案内
日時：2020年12月20日（日）13:15登録開始
場所：千葉市民会館
◎成田RC創立60周年記念式典のお知らせ
日時：2021年4月23日(金）午後3時より
場所：成田ビューホテル
（＊参加依頼は会長と幹事のみ）

【委員会報告】

社会奉仕委員長
川崎 尭信

先週「歳末たすけあい」への募金協力をお願
いしたのですが、その時欠席した方々にもご協
力お願いしたいと思います。どうぞよろしくお
願い致します。
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【年次総会】

【ご挨拶】

会長エレクト
笹川 英一

<役員候補者>
会 長
会長エレクト
幹 事
副会長
会 計
ＳＡＡ
直前会長
<理事候補者>
福田 守会員
萬来謙一会員

第2790地区
ガバナーエレクト梶原 等様

皆様、本日は12月の第2例会にお招きを賜り
まして誠にありがとうございます。今年度ガバ
ナーエレクトを拝命しております、千葉RC所属
の梶原 等と申します。貴重なお時間を頂戴し
まして、ガバナー補佐選出に関するお話をさせ
て頂きます。
まずは、私からの説明不足で今般ガバナー補
佐の選出につきまして混乱と不快な思いをおか
けし深くお詫び申し上げます。今、地区はグ
（会員増強委員長）
ループ再編とそれに伴いガバナー補佐の選出に
（広報・公共イメージ
ついて改編を行っているところであります。
向上委員長）
私は2015-16年度千葉RCより櫻木ガバナーが
鎌形芳法会員
（職業奉仕委員長）
輩出された際に地区幹事長として努めました。
川崎尭信会員
（社会奉仕委員長）
それ以来地区の活動に携わって参りました。そ
高橋宏一会員
（国際奉仕委員長）
の中で地区の運営にあたり様々な事を感じ始め
小澤孝延会員 （青少年奉仕委員長）
ました。そして私がガバナーノミニー・デジグ
ネイトに指名されてから2年が経過しました。
前回の例会におきまして、指名委員会から 2021-22のガバナー年度本番に向かい緊張感が
役員および理事を発表させて頂きました。 本格化して参りました。それに加えて皆様、御
本日は、本総会でこれら候補者を指名し出席 承知の様に2021年7月から当2790地区は再編成
会員の過半数の賛成を以って、次年度の役員 する事になりました。そして各グループを担当
及び理事としてご承認を求めたいと思います。 してくださるガバナー補佐様はエレクトである
これらの候補者について、一括してご承認 私が指名させて頂く形をとる事になりました。
を求めます。賛成の方は挙手をお願いします。 ガバナー補佐候補の選出方法について、従来
（出席会員全員が挙手）
はガバナー補佐の皆様に推薦して頂く方式でし
全員一致で賛成の挙手を頂きました。よっ たが、今般グループは14から10になることが決
て 出席会員の過半数を超えておりますので、 まり、従来の14人のガバナー補佐の皆様に10人
以上の方々に次年度の役員理事への就任をお の次年度ガバナー補佐候補の推薦をお願いする
願いい たします。
事はグループの区割りが変わる等の事もあり事
以上で年次総会を閉会といたします。
実上困難でした。このことはグループの編成移
行期であり、そうせざるを得ない状況にあった
ことをどうかご理解下さる様お願い申し上げま
す。
またDLP移行ゆえに、長年続いてきたグルー
プ内輪番制によるガバナー補佐の選出方法を改
変する初年度となりました。様々なクラブやグ
ループから、今回の改編に対するご意見や
笹川英一会員
竹村信彦会員
小久保和子会員
小久保和子会員
井岡哲也会員
大野眞里会員
木村利晴会員
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ご批判はお有りかと存じますが7月にはスター 〈会員の声〉
トを切らなくてはならないことも事実であり
ます。このことも併せて御理解下さる様お願 ・今回の地区再編成の件は会員への説明（理
い致します。
解）が出来ていない。周知させる時間が足り
2002年に全地区にDLP（地区リーダーシップ
なかったのでは。
プラン）の導入が義務化され、国際ロータ
リーが求めるDLPがあまり浸透されないまま20
年が経過しました。そして、ここ数年来ガバ
ナー補佐の方々からも、会員減少への対応や ・地区の目線では無く、会員の目線で運営す
グループの会員数の均一化が求められ、2019ることが、地区役員の仕事ではないですか。
20諸岡ガバナー年度でその改革に大きな舵を
切った訳です。グループ再編に関し今年度は
地区内への周知、2021-22年度から当地区の ・変革の時はクラブや会員の理解を十分に得
DLPに則った地区運営をスタートさせると決ま
ることが大事である。
りました。
クラブは国際ロータリーの加盟会員であり、
国際ロータリー定款と細則に同意する事で
ロータリークラブとしての認証を受けます。 ・ガバナー補佐指名制度になった時、何がど
国際ロータリー定款と細則を遵守することで
う良くなるのか？
ロータリーとしての活動を認められ、会員と
してのすべての特権と権利を行使できます。
ですから今回のことはルール上の瑕疵は無い ・地区の戦略決定には、全クラブの理解が必
ものの、コロナ禍により3大セミナー等が開催
要。
出来ず、説明不足に加え時間的な余裕がな
かったとはいえ、その周知や手法に問題が
あったことも事実です。この混乱に関しては、
全会員の皆様に改めて深くお詫び申し上げま ・ガバナー補佐の指名制度やクラブの再編成
す。
が必要な時期になったのでは。
地区はRIが定めた区割りである「地区」に
RIによって振り分けられたクラブの集合体で
す。そのクラブを支援するためにあるのが地 ・歴代、輪番で出てきたガバナー補佐達が不
区組織・地区チームです。その地区の総ての
出来だった発言は無礼極まりない。
統括責任者がガバナーでありRIの中間管理職
の様なポジションです。その中間管理職はRI
の規約に則り忠実に仕事をして参ります。勿
論、クラブを構成するのはロータリアン個人 ・会社の組織とロータリークラブは違うので
ですので、その対応は融和を図れるように心
一方的なトップダウンはいけない。クラブは
がけて参ります。また、グループ再編に関し
誰のものでしょうか。
ては私の年度で、更なる再編に向けた準備検
討をする組織である「地区グループ再編会
議」を設置します。次年度は20数年ぶりの改
編であり、様々なご意見やご不満もお有りか ・ロータリーは会員の皆様が心を一つにする
と思いますが、それらを糧として更に地区内
ことが大事で、今回の様なことで、ロータ
の融和と発展を目指せるようなグループ分け
リーに不信を抱き退会する人が出るような事
の準備を始める年度にしたいと考えます。
どうぞこれからも地区の運営に関し、ご理
になれば大変なマイナスになると思う。
解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

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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