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第2605回 2021年1月13日例会報告
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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 90.69%

皆さん、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。今年は、丑
点

鐘

ソ ン グ

会長

木村 利晴

年です。牛は、人間の生活にとって欠かせない

君が代、四つのテスト
（視聴のみ）

動物です。食料としてだけではなく、農作業や
物を運ぶ時の労働力としても活躍しておりまし
た。勤勉に働く姿が「誠実さ」を象徴し、身近
にいる縁起のいい動物として十二支に加えられ
たとのことです。私たちも「誠実さ」をもって
牛の様に勤勉に働く一年に成るよう努めてまい

【ニコニコボックス】

りましょう。2021年がスタートしたわけですが、
コロナ感染拡大は連日の様に感染者数が増加し

◇本人誕生日
・槍木勝典会員・鎌形芳法会員
・木村利晴会員

ており、未だ収束の兆しが見えておりません。
政府より一都三県に1月8日より2月7日までの一
か月間緊急事態宣言が出され、外出自粛及び
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外食産業に営業時間短縮協力要請が出されま

クラブに就職説明会を実施する様奨励しまし

した。協力店には、一日6万円の協力金が支

た。地区全体の協力により、3240名の求職者

給され、従業員には、雇用助成金を利用し、

がフェアに出席し、1590件の求人が寄せられ

このコロナ感染増加を沈下させるまでの協力

ました。「進路指導」では、高校生は、自分

を要請いたしました。ロータリークラブに於

に合った職業スキルを開発していけるよう、

かれましても、緊急事態宣言を受け例会の休

様々な雇用機会について学ぶ必要があり、

会を決めたクラブも報告されております。リ

2000人近くの学生を対象に、大規模な進路指

モートでの例会に変えているクラブも有りま

導プログラムを実施しました。また、生徒た

す。八街クラブも会員の安心、安全が一番と

ちが各自で企業側と連絡を継続できるよう、

考えておりますので、リモートでの例会を視

コース内容と連絡先をまとめた冊子を配布、

野に入れ会員の皆様が納得する例会の在り方

加えて、地元の学校、特にインターアクトク

を検討してまいります。ご理解ご協力を頂き

ラブがある学校での支援をクラブに奨励し多

たいと思います。宜しくお願い致します。

くのクラブが貧困家庭の生徒たちが通う学校

今月1月は、ロータリーでは「職業奉仕月

で進路指導を行いました。新世代に適切な職

間」です。「ロータリーの職業奉仕では、地

業を選択するための知識を身に着けることは、

域社会のニーズに取組み、支援を必要とする

職業奉仕の重要な要素となります。「緊急事

人たちが自らの力で生活を立てていけるよう

態のスキル訓練」として、スキル開発も職業

支援するため、多彩な職業の知識とスキルを

奉仕になります。私はこれからも地区やクラ

活用することが求められます。海外のクラブ

ブと協力して、職業奉仕を通じて地域社会に

ですが、実践された職業プロジェクトがロー

奉仕できることを楽しみにしております。と

タリーボイスに掲載されておりましたのでご

締めくくっております。八街クラブも子供た

紹介致します。私の地区の職業奉仕と言う事

ちの地域企業訪問を企画しておりますが、こ

で、インド、第3230地区職業奉仕委員長の取

のコロナ禍で何時出来るのか、まだ予定が立

組です。地区奉仕委員長として、地区全体で

ちませんが、職業奉仕委員長、社会奉仕委員

職業奉仕を促すためのイニシアチブに取組み

長と共にイニシアチブを持って実施に向けて

ました。職業奉仕は誠実に働き、専門知識を

計画を立てていきたいと思っております。そ

生かして社会の問題やニーズに取り組むこと

の節は、会員皆様の企業のご協力を切にお願

を全会員に求めています。そこで、就職説明

い致します。

会、職業指導セッション、ローターアクター

最後になりますが、コロナ感染が一日も早

のスキル研修を支援し、職業奉仕の資金を集

く収束し、東京オリンピックが無事開催され、

めるために地元の企業と協力しました。「就

ロータリアンの皆さまと多くの人びとが、今

職フェア」では、不況による高い失業率が懸

年一年笑顔で過ごせます様ご祈念申し上げ会

念され、就職説明会の開催が必要になり、地

長挨拶と致します。

元企業と提携し、地区内全てのロータリー
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【理事会報告】

4.ロータリー補助金管理説明会 1月30日(土)
ＴＫＰガーデンシティ千葉
<補助金活用事業の実施について>
・補助金は利用しないものとして、説明会も
不参加とする。

幹事 竹村 信彦

5.成田RC創立60周年記念の祝金について
・周辺クラブに確認して歩調を合わせる。

【幹事報告】

≪報告事項≫
1.会計報告

◎ガバナーより緊急事態宣言の発令を受けて
◎会長幹事会のお知らせ
日時：令和3年2月18日(木)午後6時より
場所：河太郎

2.12月10日会長幹事会報告

3.地区委員推薦
米山記念奨学委員会委員

幹事 竹村 信彦

生形会員

◎2021-22年度地区主要会議日程のお知らせ
3月6日・チーム研修セミナー
3月27日・会長エレクト研修セミナー
4月25日・地区研修・協議会
10月30日・地区大会(第1日目）
10月31日・地区大会(第2日目）
令和4年6月24日・フェアウェルパーティ

4.第4回会長幹事会
2月18日(木)18時 （白井）河太郎
5.ＩＭ 3月3日（水）14時点鍾
成田ビューホテル・ZOOM併用
（ハイブリッド方式）

◎IM開催について
日時：2021年3月3日(水)午後2時点鐘
場所：成田ビューホテル
実施方法：ZOOM併用によるハイブリッド方式

・各自自主判断でZoom参加もしくは現地参加と
する。
6.RYLAセミナー中止

（懇親会なし、お茶・コーヒーの提供もなし）

≪審議事項≫
1.今後の例会開催とＷＥＢ例会の開催について
・1月20日から2月末まで休会とする。

◎RYLAセミナー中止のお知らせ
◎第3グループガバナー補佐に関するご報告

・今後オンライン例会も検討したいので、各会 ◎受贈週報
員には他団体などでも機会があればZoomなど
・成田コスモポリタンRC ・八日市場RC
のWEB会議に積極的に参加して体験していただ
きたい。

【米山功労者表彰】
・次回理事会は参集せずに、メール・FAXでの
文書会議とする。
2.20-21年度ガバナー公式訪問について
・八街クラブ単独開催としたい意向を富里RCと
次期ガバナー事務局に打診する。
3.クラブ奉仕活動について
・奉仕活動案を募る。
第8回
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米山功労者

槍木 勝典会員

国際ロータリー第２７９０地区
ガバナー 漆原 摂子
緊急事態宣言の発令を受けて
謹 啓 新春の候、皆様には ますます御健勝のこととお慶び申
し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルスが日本で初めて見つかってから、間もなく１
年になります。その間私達は、この未知のウイルスへの不安はもと
より、有識者の見解をはじめ政府・自治体の提言や要請を鑑みた社
会生活や家庭生活を送って参りました。このウイルスへの感染を予
防するワクチンが日本でも本年２月末から接種開始となるとの話が
ございますが、現時点では定かではありません。そのような中、今
般、コロナ第３波を受けて首都圏１都３県を対象とした緊急事態宣
言が発令されました。
クラブ会長幹事、そして執行部の皆様におかれましては、この１
年、例会をはじめロータリーの諸活動につき、大変苦慮されてきた
と拝察致します。昨年の公式訪問でも、多くのクラブからお悩みの
声を拝聴した次第です。地区内幾つかのクラブは、新型コロナ禍の
現状に鑑み、また1月８日の緊急事態宣言を受け、既に本年１月末、
あるいは２月７日までの例会をオンライン化したり、取消したりし
ていらっしゃいます。
昨年７月の年度スタートの折に、ガバナー月信でも申し上げまし
たが、今般の緊急事態宣言発令を受け、皆様には、改めて、会員の
皆様の安全を第一に、密を避け、クラブ活動に必要な最低限の情報
を、オンラインや電話・FAX等の手段で共有していただきますよう
推奨致します。ロータリーは、顔を合わせての例会が基本であると
のご意見もございますが、現下の状況では、例会取消等はやむを得
ない措置です。標準ロータリークラブ定款第７条「会合」第１節
「例会」(d)(3)項に基づき例会を取消し、この機会に、会員の皆様
各々が、コロナ禍が終息した暁にクラブの地域性やカラーを考慮し
たどのような活動が可能であるか、じっくりご検討いただきますこ
とも併せてお願い申し上げる次第です。新型コロナウイルスの早期
収束が望まれますが、皆様には、情報を正しく理解し、皆様自身は
元より、周囲の皆様に対しても適時適切な対応の実践をお願い致し
ます。
謹 白

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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