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92.86

【会長挨拶】

会長 木村 利晴

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 90.34%

皆さんこんにちは！
冒頭で申し上げるのは、とても気が引けるの
点

鐘

会長

木村 利晴

ソ ン グ

我等の生業 (静聴）

お 客 様

山本 汎（ひろし）様
（佐倉中央RC）

ですが、新型コロナ感染者数が減らずに増えて
おります。第4波が押し寄せてきております。
関西圏、関東圏に於いても感染症まん延防止等
重点措置が発令されましたが、大阪では連日
1000人を超す感染者がカウントされ「まん延防
止等重点措置」では不十分だとして、休業要請
を含むより強い対策を取るべきだとして、3度
目となる緊急事態宣言の発令を政府に要請され
ました。兵庫県、東京都も緊急事態宣言の発令
を政府に要請している状況です。千葉県も
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まん延防止等重点措置を実施すべき地域に、

会員増強や組織課題について、これから、

東葛地域の5市が指定されました。八街市は、 ネットネイティブ世代がやってきます。私た
まん延防止等重点措置を講ずるべき区域外で

ちの子供や孫のような世代がロータリーを

はありますが、八街市新型コロナウイルス感

担っていく時代になる日もそう遠くないと感

染症対策本部長であります北村市長より、職

じるようになってきました。世代の空白をつ

員に対し、政府の新型コロナウイルス感染症

くらないように、年齢バランスのとれたクラ

対策本部が決定した基本的対処方針及び、千

ブ会員構成を保ち続けていくことが重要にな

葉県の措置等に留意して、日常生活を送ると

ると思います。若年齢会員の増強は世代交代

共に、業務にあたってほしい。とのメッセー

につながります。

ジが出されました。実施期間は令和3年4月20

また、日本の女性会員比率は世界最下位

日（火）から5月11日（火）まで。主な内容

レベルです。ロータリー存在国別の女性ロー

は

タリー会員データーでは、日本のロータリー

①不要不急の外出自粛を徹底

な感染対策を徹底

②基本的

③飲食時の注意

④飲食

会員総数は世界で上位3番目であるのに対し、

を主な業とする店舗におけるカラオケ設備利

女性ロータリー会員比率は世界で下位3番目

用の自粛

⑴参加者が

です。最下位の2国は国土も人口も僅かなの

1000人を超えるような催し物を開催しようと

で、実質的な最下位は日本と言えます。日本

する場合には、事前に県に相談すること

の女性会員比率が約7％であるとの認識は

⑤催し物の人数制限

開催時の上限人数は5000人以下

⑵

大声での歓

あっても、世界中でのポジションについては、

声、声援等が想定できるものにあっては収容

あまり認識されていないようです。会員増強

定員の50％以内の参加人数とすること

⑥飲

は、クラブあるいは会員個人が、自身の問題

酒類の提供は11時か

として意識を定着化していくことが始まりだ

※1）①～⑤は、全県共通。

と思います。地域社会に向けた奉仕活動をし

※2）⑥は区域外店舗の場合。区域内店舗は

ようという際でもポリオを根絶しようとする

営業時間20時、酒類提供19時まで。です。

際でも、問題意識がなかったら戦略も行動も

食店の営業は21時まで
ら20時まで

うつしてもうつされても、互いに不快な思

何も起こらないでしょう。目先の会員維持対

いが残ります。私たちも、感染予防を徹底し

応も危機感に満ちた課題ですが、会員増強の

日常生活を送って参りましょう。

手法自体を戦略的に位置付けていくことが不

さて、ロータリーですが、先週は、コー
ディネーターNEWS

可欠だと思います。特に若年齢層や女性の増

5月号のNo.1をご紹介し

強を考えた時には、データーを読み解いて、

ました。「世界を変える行動人」として「さ

自分たちに可能な作戦（mission possible）

あ、手を取り合って行動しよう！」という

を計画していくこと、そこから先は熱いハー

テーマでした。本日は、No.2

トに切り替えて取組むことが必要になると思

会員増強につ

いての記事をご紹介いたします。

います。そして常に、プロセスや結果を検証
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していくという蓄積も忘れてはならないと思

【委員会報告】

います。

青少年奉仕委員長
小久保 和子

この様に書かれております。これからの
会員増強の参考にして頂ければ幸いです。
最後になりますが、ロータリアンの皆さ
まと多くの人びとが、笑顔で過ごせます様ご
祈念申し上げ会長挨拶と致します。

【幹事報告】

幹事 竹村 信彦

青少年奉仕委員会委員長の小久保です。
4月20日にインターアクト顧問会議合同会議が
千葉市民会館にて開催されました。
千葉黎明高等学校の顧問の金生先生も参加し
てくださいました。ありがとうございました。
6月9日に第53回インターアクト指導者講習会

スポンサークラブは新千葉ロータリークラブで
会場は千葉経済大学付属高等学校で開催予定で
す。6月29日、インターアクト顧問会議合同会
◎地区大会記念ゴルフ大会参加者追加募集
（先着順）について
＊予定人数に達した時点で受付終了

議は会場が千葉市民会館、8月18日 第54回イン
ターアクト年次大会、会場は大原文化センター
にて開催予定になっております。

◎4月25日の地区協議会延期のお知らせ

コロナウイルスの状況によって予定の変更等

◎台北国際バーチャル大会登録のご案内

があるかもしれませんが皆様どうぞご協力をよ

◎今年度IM中止のお知らせ

ろしくお願いいたします。
返信

◎第10グループのゴルフコンペは当面延期

八街RC 5月 例会スケジュール

5月 5日(水）

休会

5月 12日(水）

理事会・通常例会

5月 19日(水）

通常例会

5月 26日(水）

通常例会
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【委員会報告】

国際奉仕委員長
高橋 宏一

2021年バーチャル国際大会に積極的に参加
することによって、新しいことを学び、画期的な機
会の扉を開くチャンスとなります。バーチャルラウ
ンジで仲間とのネットワークを広げ、世界中の会
員との楽しいアクティビティをお楽しみください。

【報

告】

林 政男会員

～国際奉仕委員長からのお知らせ～

2021年台北RI国際大会（バーチャル国際大会）
登録について

皆さんは既に今年度のRI台北国際大会は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点により 、
八街市の新型コロナウィルスのワクチン

“バーチャル”にて開催となることはご存知のことと

接種状況と今後の予定について

思います。
バーチャル国際大会はon-line ネットワーク上
で開催する国際大会で、それにネットワークで参

【ご挨拶】

加するためには、登録し、決められた登録料を支

山本 汎様
（佐倉中央RC）

払う必要があります。
開催日 ６月１２日から１６日

≪登録料≫

＄４９ 米国中部時間５月7日11時59分59秒まで
＄６５ 米国中部時間５月8日～6月16日まで
詳 し い こ と は 「 第 2790 地 区 ホ ー ム ペ ー ジ 」 か

メークアップでご参加頂きました。

「MyRotary」をご覧ください。

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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