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〈卓話〉

漆原

摂子

2020-21年度ガバナー

松戸そして松戸北ロータリークラブの皆様こんにちは、本年度ガバナー
を仰せつかっております、勝浦ＲＣ所属の漆原摂子です。今般はこのコロ
ナ禍の中、このように公式訪問例会を開催していただき、心より御礼を申
し上げます。また調整にあたっていただきました山田ガバナー補佐にも感
謝申し上げます。
この例会に先立ちまして、松戸・松戸北クラブの役員の方々と懇談会を
させていただきました。松戸さんには、敬愛する圡屋亮平パストガバナー
がいらっしゃり、２年後には小倉純夫ガバナーがご就任、規模・質共に申
し分のないクラブ、松戸北さんは奉仕活動の新たな道を模索され未来へ向
けての準備を整えていらっしゃるクラブ、それぞれ素晴らしく魅力的なク
ラブでございます。また本年７月にご案内いたしました次年度からの新グ
ループ編成につきまして、この第13グループは従来の5クラブに加え、新
たに3つのクラブが加わります。公式訪問の中、一部のクラブさんからは、グループ再編につきご意見を
いただいておりますが、20年前に14グループとなった時点から地区内会員は減少しており、グループ数の
見直しは地区の積年の課題でございました。皆様にはどうかご理解いただき、新しいクラブとの交流をお
願い申し上げます。
それでは卓話に移らさせていただきます。直近開催のＲＩ理事会において、今年度の強調事項が３点
発表になりました。
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１、新型コロナパンデミックに対する奉仕活動に、積極的に取り組もうということ。
２、まずは現状の会員の維持。
３、このような状況下、オンラインツールを利用した会合（理事会や例会、委員会など）に慣れて、積極
的に活用しましょうということ。ただし、オンラインに不慣れな会員さんを取り残すことのないようにお
願いします。
また、ＲＩ理事会とＲ財団管理委員会は、7つ目の重点分野「環境の保全」を追加しました。この環境
の保全は、グローバル補助金によって実施される奉仕活動や平和フェローのひとつに加わります。この申
請は来年、2021年7月1日からとなります。
改めてご紹介致します、今年度のＲＩ会長であるホルガー・クナーク氏、ドイツからは初めてのＲＩ
会長です。大変長身で、鼻メガネがユニークです。新年度を迎えるにあたり、最新のビデオメッセージが
届いておりますので、こちらをご覧下さい。
さて冒頭、クナーク会長は、
「日本のロータリアンは職業奉仕と親睦を大事にしている」とコメントさ
れました。なるほど日本の事情によく精通されているなと思います。過去からの礎は職業奉仕、即ち自身
の仕事や活動を通して社会に貢献すること、これは今も昔も変わらない、ひとつの定義と思います。
そしてロータリーのビジネス倫理や親睦や社会奉仕に対する価値観を共有できるような、若い会員を
引き入れ、活動することは、未来への基盤となると仰っていると理解します。
コロナ禍の中ではあり、困難を伴うが、これは同時に機会の扉を開くもの、今こそＲ再生のとき、変革の
ときであると仰っています。

コロナと共生し「新しい日常（ニューノーマル）」に適応することで、今後また起こりうる厄災に対する
備え、未来への備えに繋がるということです。
またクナーク会長は、特にガバナーのクラブ公式訪問の際に次の４つを伝えるようにと強調されまし
た。これは今年1月にアメリカのカリフォルニア州サンディエゴで開催された、ガバナーエレクトとして
最後の公式研修である「国際協議会」に出席した際に、発表されたものです。その時はコロナがこのよう
なパンデミックになるとは誰も思いませんでしたので、内容に少し隔たりを感じるかもしれませんが、Ｒ
Ｉ会長の指示でございますので、お話させていただきます。
１．新しい革新的なクラブモデルを作りましょう。
ロータリークラブというのは、決して敷居の高い、お金持ちだけが集まるようなクラブではないと信
じています。特にここ数年はローターアクトクラブの拡充が言われています。このような若い人たちの活
動は地域社会において、周囲により大きなインパクトを与え、賛同して参加したいと思う人が増える、

ロータリークラブに参加しよう
地元の町や世界をより良くしたいと願うロータリーの120万人の会員は、世界で、地
域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手
を取り合って行動する世界を目指しています。
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例会プログラム＞

場所 松戸商工会議所５F
進行：崎谷幹事（松戸北ＲＣ）
12:30 点鐘
小川会長（松戸ＲＣ）
国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
12:30 来賓・来訪ロータリアン紹介 山田幹事（松戸ＲＣ）
12:34 会長挨拶
小川会長（松戸ＲＣ）
12:37 会長挨拶
三村会長（松戸北ＲＣ）
12:40 ガバナー補佐挨拶
山田ガバナー補佐
12:42 ガバナー卓話
漆原ガバナー
13:07 委員会報告
ニコニコ発表 司会
13:09 謝辞、御礼
小川会長、三村会長
13:10 点鐘
三村会長
クラブ協議会

〈挨拶〉

三村

藤明

松戸北RC会長

皆様、こんにちは。
ご紹介頂きました、松戸北クラブの三村藤明でございます。
漆原摂子ガバナー、ようこそお出で下さいました。また随行して頂いた吉田理愛
地区幹事長、水島陽子地区幹事、大変有難うございます。同時に、ご列席頂いて
いる山田正記ガバナー補佐、谷口義紀補佐幹事にもお礼申し上げます。さらに、
本日の合同例会の手配をしていただきました松戸クラブの小川一会長、山田達郎
幹事を始めとして、松戸クラブの皆様にも厚くお礼申し上げます。
さて、RI理事会の今年度の重点項目のひとつに、オンラインミーティングに馴染
もう、とあります。松戸北クラブも、遅ればせながら、まだ双方向ではないもの
の、オンラインによる例会を始めました。大変喜んだのですが、皆で議論してい
るうちに、いろんな論点があることに気づきました。あえて極端なことを言えば、オンラインでしか例
会に参加できない人の入会を認めるのかということです。また仮に認めるとして、食事が要りませんか
ら会費はどうするのか。はたまた、全員がオンラインで参加するようになったらどうなるのか等、いろ
んな疑問が湧いてきました。
そこでまず、定款を読んでみました。すると第７条会合の第一節(b)では、オンラインによる例会も認
められています。また第10条出席の第一節(a)でも、オンラインによる出席を、直接の出席と同様に扱っ
ている規定がありました。今年度のRIの戦略的優先事項の一つである「適応力を高める」にも通じるの
かも知れません。あるいはオンライン例会の拡充は、会員増強にもつながるという議論もありました。
では、実例はあるのかと思って質問してみると、近隣クラブで、コロナ禍の中では、オンラインでし
か出席できない会員の入会を認めているそうでした。ただし、これは例外的な措置なので、コロナが落
ち着いたら、その扱いを見直すこともあり得るとしているそうです。結局、クラブの事情もあるので、
クラブごとに個別に判断するしかないのではないか、とのことでした。
もちろんロータリーの良いところは、様々な職業の人が集まり、皆が顔を合わせて共に奉仕活動を行
い、親睦を図ることから、大きな相乗効果が生まれてくるところだと思います。そして、それは素晴ら
しいことだと思っています。本日も、皆様から沢山の貴重なお話しがうかがえると楽しみにしておりま
す。他方で、オンライン化が普遍化していく時代ですから、以上の問題は避けてとおれない課題だとも
思いました。統一して扱うのか、あるいは各クラブごとの判断に任せるのか、という点も重要だと思い
ます。
本日は、せっかくガバナーが来られた重要な日ですし、機会があれば是非、皆様のご意見も伺えれば
と思っております。
以上で会長挨拶とさせて頂きます。ご清聴、有難うございます。

〈挨拶〉

小川

一

松戸RC会長

皆様こんにちは 本年度松戸ロータリークラブ会長を仰せつ かっております小
川一です。
本日は、国際ロー タリー第2790地区ガバナー漆原摂子様、ようこそおいで下さい
ました。
松戸西クラブより山田ガバナー補佐、地区幹事長の吉田様、地区幹事の水嶋様、
ガバナー補佐幹事の谷口様ようこそおいで下さいました、厚く御礼を申し上げま
す。
そして、リモートで参加の皆さん、音声は届いてますでしょうか、最後までご参
加下さいますようよろしくお願いいたします。
本日は松戸北RCと松戸RCの合同例会でございます。普段はあまり交流の少ない両クラブではございます
が、4年前に松戸クラブより小倉ガバナー補佐を輩出させていただいた年から、2クラブ合同で例会を行わ
せて頂き、今回で4回目の合同例会になります、今後も両クラブが共に切磋琢磨し、末永く善い関係を築
いていける事を願っております。
本年度、漆原ガバナーの地区テーマは「クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！」をスローガンとし
て掲げられています、後程の講和でＲＩの方針や漆原ガバナーのお考えをしっかりとお伺いし、今後のク
ラブ運営に役立てて参りたいと思います、よろしくお願いいたします。
さて新しい年度に入り、今日の例会で丁度三か月が経過しました、7月1日の新しい年度第一回目の例会
は、ここ商工会議所の5階で実施をさせて頂きましたが、それ以降は人数を半分に制限して例会を行って
まいりましたので、全員参加型で行う例会は今日で2回目になります。
本日は多くの会員の皆様に出席して頂き、本当にうれしく思います、やはり例会はこのように多くの会員
が集える場でありたい、人と人がふれあいそしてお互いに磨きあえる場でありたいとあらためて強く思っ
ています。
次回10月第一例会もここ商工会館5階で行い、食事も出す事は前回理事会で決定をしていますが、それ以
後の例会からも人数制限を可能な範囲で緩和して食事も出せる形にしていけるよう、議案を次回の理事会
に上程したいと考えています、もちろん感染予防の対策はしっかりと行い、工夫して進めてまいります。
クラブの活性化を継続させるためには、やはり多くの会員が集い、人と人がふれあい磨きあえる例会が必
要です、引き続きオンラインでの出席も可能にして参りますが、徐々に元の形に近づけるよう努力してま
いります、ご協力をよろしくお願いいたします。
以上、会長挨拶とさせていただきます、本日もよろしくお願い致します。

山田

正記

ガバナー補佐

ただ今ご紹介にあずかりました国際ロータリー第２７９０地区第１３グループを
担当していますガバナー補佐の山田正記です。
本日は、漆原摂子ガバナーにおかれましては、ご多用の折松戸及び松戸北ロータ
リークラブの合同例会・合同クラブ協議会にご出席を賜わり誠に有難うございま
す。
新型コロナウイルスの感染が依然として続いているという時期にあたり、感染を
防止するための措置を採りつつ、リアルとオンラインを併用したハイブリッド方式
での開催を挙行できますことは、松戸及び松戸北ロータリークラブの各会長さんは
じめ会員の皆様のご協力のおかげと感謝しています。
本日は、コロナ感染の防止という観点から合同例会及びそれに引き続く合同クラ
ブ協議会も時間を短縮して行い、また終了後の懇親会も中止と伺っています。
今年度は、会員の皆様の健康、安全を第１として、そういった制約の中で活発にロータリー活動を実践
していくことが求められています。
限られた時間ではありますが、漆原ガバナーからご高話をいただき、有意義な意見交換ができることを
期待しています。簡単ではありますが、私の挨拶とさせていただきます。
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3、会員及び関連の職場視察。但し今後の状況にて集団視察が不可能な場合は委員が代表して訪問し
持ち帰った内容を例会場にて報告
上記内容についても、このコロナ禍終息とはいえない状況の中なので、もし今年度に実行出来なかった
企画等があれば、それを次年度へしっかりとバトンタッチ出来るようなベースも作っていく事も考えてい
きます。以上、社会奉仕委員会の目標と活動計画とさせていただきます。

発表）

社会奉仕委員会

柳孝 実 委員長

「社会奉仕委員長の柳と申します。よろしくお願いいたします。
まず当クラブの社会奉仕の状況をご説明させていただきます。前前年度まで松戸北
ロータリークラブの奉仕の顔として長きに渡り実施されてきた、地域の小中学校のな
かよし学級の児童をロータリー農園に招いてのさつま芋堀りが終了となりました。
そのため前年度は新たな奉仕活動を模索するためグループディスカッションを例会
プログラムに取り入れて検討して参りましたが、残念ながらその活動もコロナ禍で例
会が開催できなくなり中断してしまいました。
今年度はこれまでの会員の皆様から頂いた意見をもとに、新たにコロナ禍にも対応可能な奉仕の模索を
しております。今年度の初めに新たな奉仕活動を模索するうえでヒントとなるお話をいただきましたの
で、クラブ内でしっかりと協議を重ね今年度中に何らかの奉仕活動を実行できるように努めてまいりたい
と存じます。

（発表）

国際奉仕委員会
〔目

野村 充

副委員長

標〕

ロータリーにおける国際奉仕活動の在り方を理解し国際間の親善と平和
を推進する。
〔活動計画〕 ロータリー財団委員会活動の資金協力への援助。
ロータリーの掲げるポリオ活動からの報告では根絶をほぼ果たされたとありますが、
無発症の維持のために寄付を継続する様子が伺えます。まだクラブとして協力をして行
く必要が考えられますので国際支援として財団委員会活動への援助をして行こうと考え
ております。
ロータリー国際奉仕への理念を正しく理解してもらう為の情報伝達。
現在も尚、コロナウィルスの影響より日本を含め全世界が困惑している状態が伺えます。
渡航や国内での行動範囲も制限される中、現状として海外状況を知るには報道やロータリー関連の窓口
を頼るしか情報収集の手段が無いと感じております。そのような状況の中ですが、クラブ内活動として
将来を見据えた国際奉仕活動への模索や立案に向けて、ロータリー理念に沿った奉仕活動への情報収集
に努力し、また、臨機に地区国際奉仕委員会へ情報を求め、クラブ会員に伝達する事より国際奉仕活動
に対しての理解と意識向上に努めて参りたいと思っております。
クラブレベルまた個人レベルでの国際奉仕活動の研究と模索。
先に述べました情報収集より模索から案件提示へとつながる段階で、ロータリー理念に伴ったクラブ
活動として可能である奉仕内容の確立や個人ボランティアとの境目を学ぶ事も必要と感じており、その
先にある地区補助金・グローバル補助金への申請も意識しながら正しい活動の立案に努力して参りま
す。
また、先般お話頂きました野村副委員長よりのドミニカ共和国協賛の件もオリンピック開催情報に平行
して考えを寄せて行きたいと思っております。

（発表） 青少年奉仕委員会

丸山 正紀 委員

RYLAを中心とした青少年の育成です。若い方々に対しては黙ってついてこいという
時代ではないので、フォローの気持ちで若い人と積極的に係わりを持ち、次世代を担う
若者達の手助けが出来ればと考えております。また、具体化はしていませんが、老若交
友会等を企画していきたいと思っております。青少年委員会経験者のご助言をもらいな
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すなわち基盤が広がるのではないでしょうか。この２つは、ＲＩの４つの行動計画に含まれており
ます。
２．すべてのクラブは戦略計画を持ちましょう。
これもここ数年言われ続けていることです。現在コロナ禍のために、退会を余儀なくされる会員も
微増しております。有効なワクチンが出来るまでは、コロナと共生をせざるを得ません。そのような
中だからこそ、各クラブは自分のクラブの現状を見つめ、５年後はどうなっているか、クラブの目標
を立て、それに向けてどのようなステップを踏むべきか、といった中長期的なスパンでクラブの存続
そして活性化を考えるべきです。会員一人一人がクラブの将来を真剣に考える、すなわち参加者のク
ラブへの積極的なかかわりを促すという、ＲＩの4つの行動計画の一つですが、これに繋がるのです。
戦略計画委員会というものがないクラブでも、少なくとも理事会において、クラブの現在そして未来
を考えていただきたいと思います。
３．新会員を慎重に選びましょう。
クナーク会長は当初より、会員増強の数字だけにこだわるのではなく、自分のクラブに合った会員
を慎重に考え入会してもらい、そして入会したら一生涯ロータリーをやめないで続けていけるような
配慮が大切だと仰っていました。即ち、既存の会員を大切にするということです。ロータリーは毎
年、入会した人数とほぼ同数が、自然減も含め、退会している状況です。しかも現在はコロナ禍のた
め、会員のクラブ離れは平時より微増と思われます。今一度クラブ内を見渡していただき、コロナ禍
により事業継続が厳しく、退会を検討している会員には、規定審議会を経て柔軟性が導入された標準
ロータリー定款への適応力を高め（これもＲＩの4つの行動計画のひとつです）、会員身分や出席に関
する例外を細則に適用し、クラブに留まっていただくことも一考です。まずは今の大切な仲間を失う
ことのないようお願いする次第です。
４．10月の世界ポリオデーに合わせたイベントを。
こちらは、私たちが30年以上にわたり取り組んでまいりました、ポリオ根絶運動を周囲にお伝え
し、広く支援者・賛同者の輪を広げる目的です。現在ポリオ常在国はパキスタンとアフガにスタンの2
国ですが、コロナ禍のためにワクチン接種が従来通りに実施出来ず、発症者も微増しています。一
方、ロータリーが今までポリオ根絶のために築いてきた大規模なインフラを、現在はコロナ感染拡大
の防止に利用してもらうことで、支援を続けています。つまりポリオ根絶のためのノウハウが、現在
最もパンデミックで脅威となっているコロナ禍を食い止めるべく、役立っているのです。ＲＩの4つの
行動計画の、適応力を高めて対応した結果、周囲により大きなインパクトを与えています。世界ポリ
オデーは毎年10月24日ですが、昨年は136カ国で4,000を超えるクラブが5,900件以上のイベントを実施
しました。今年はコロナ禍のため実施は困難かもしれませんが、バーチャルな方法や三密を避けた方
法など、そのアイデアをいくつかご紹介します。
・ポリオ根絶特別例会： ポリオ根絶の動画を上映したり、ポリオに詳しい人を卓話に招き、まずは
会員の認知をはかる。
・バーチャル講演会／パネル討論会： 感染症やワクチンの専門家、ポリオ経験者などを講演者や
パネリストとして招き、一般の人も視聴できる方法でオンライン配信する（Zoom、フェイスブッ
クライブ、YouTube ライブなど）。
・赤いＴシャツを着て応援： 10 月 24 日に END POLIO ＮＯＷのTシ ャツや赤シャを
着た自撮り写真をソーシャルメディアに投稿し、ポリオ根絶への寄付を呼びかける。
いずれにしましても、10月のイベントについては、皆様の健康安全を第一に、ご無理のないように
お願い致します。
それでは今年度地区活動方針についてご説明致します。YouTubeでの地区研修協議会でもお話致し
ましたが、今年は日本に最初のロータリークラブ、東京ロータリークラブが設立されてから100周年を
迎えます。この節目の年に、原点であるロータリーの目的、すなわち「意義ある事業の基礎として奉
仕の理念を奨励しこれを育むこと」に戻り、クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！というス
ローガンを用いたいと思います。
奉仕の理念、The Ideal of Service、つまりサーヴィスという考え方、そしてこれをやさしく説明
したのが、ＲＩ事務総長を32年間務めたチェスリー・ペリーです。すなわち、「他人を思いやり、他
人のためになることをしよう」という考え方です。そしてこれを実践するということは、先程から話
に出ております、ＲＩの4つの行動計画のローテーションのスタートなのです。

WEEKLY REPORT

WEEKLY REPORT
他人のためになることをする、The Ideal Of Serviceの実践は、周囲により大きなインパクトを与
えます。その活動を目にした人々のＲへの公共イメージ向上の結果、賛同し仲間に入りたいと希望する
参加者の基盤が広がります。多様な参加者のアイデアに丁寧に耳を傾け取り入れることで、その参加者
はやりがいを感じ、ロータリアンとして、更に積極的にかかわってくれるでしょう。そしてクラブ内で
は親睦を育むと共に、研修を通してクラブの現状やロータリーの過去・現在を学び、将来に備えて、多
様なアイデアをもって柔軟に対応出来るよう、適応力を高め、そして次のThe Ideal of Serviceの実践
に取り組むことでしょう。依然コロナ禍により通常のような行動がとりずらい状況ですが、このような
時だからこそ、クラブが戦略計画をもって、この4つを繰り返し続けることで、数多くの機会の扉を
次々と開いていくことが可能となり、結果クラブは質・規模ともに向上拡大するのだと考えます。
クラブの会長さんには、リーダーシップを発揮していただき、戦略計画を立案し、この４つの行動計
画を展開することをお願い申し上げます。またクラブの各委員長の皆様は、この図の中で、それぞれど
の地点で、クラブ向上拡大のためのサポートが出来るかをお考えいただけますようお願い申し上げま
す。そしてクラブＲ財団委員会・米山記念奨学会委員会の委員長の皆様におかれましては、The Ideal
of Serviceを実施するための寄付推進、ならびに「世界でよいことをするための」人材育成にご尽力を
いただければと思っております。
さてこれまで、ロータリーは今こそ改革の時であるというクナーク会長のメッセージや、適応力を
高め柔軟に対応することや、多様性を受け入れましょうと申し上げて参りました。一方RIは、ロータ
リーの基本理念は不変であると言い続けています。規定審議会でのいくつかの変更事項は、ロータリー
の本質からの逸脱を認めるものではありません。つまり、ロータリアンは事業や専門職及び地域社会の
リーダーであることに変わりはありません。ロータリーの基本的信条である「ロータリーの目的」に変
更はありません。ロータリーの最も大きな特徴のひとつである「４つのテスト」及び５大奉仕部門に変
更はありません。ロータリーの５つの中核的価値観、奉仕・親睦・高潔性・多様性・リーダーシップに
も変更はありません。
また、国際ロータリーを成り立たせている各クラブは、標準ロータリークラブ定款に違背しない限
り、そのクラブの伝統や個性や地域性を鑑み、クラブ独自の細則を作ることができます。会員があらゆ
る意味でロータリーを楽しみ、クラブがより生き生きとするために、戦略計画（中長期的計画）をもっ
て、世界でただ1つのクラブ細則を作ることが大切だと考えます。
さて、私たちロータリアンが目指すビジョン声明があります。「私たちは、世界で、地域社会で、
そして自分自身の中で、持続可能なよい変化を生むために、人びとが手をとりあって行動する世界を目
指します。」これがロータリーのビジョン声明です。そして先程申しました、ロータリーが大切に守り
続けている不変のものがあります。それは４つのテストであり、ロータリーの目的であり、ロータリー
の中核的価値観などです。これを基盤に、これも先程お話しました４つの行動計画、より大きなインパ
クトをもたらす・参加者の基盤を広げる・参加者の積極的なかかわりを促す・適応力を高める、この4
つを実践することで、ロータリーのビジョン声明の実現につながるものと信じております。
ロータリーは人づくりとよく言われます。「他人を思いやり、他人のためになることをする」とい
う考えの前に、まず、「自分を思いやり、自分のためになることをする」と置き換えてみましょう。そ
してこれは決して利己的な考えではなく、まずは「自分を大切にし、自分が周囲に役立つ人間になる」
と捉えてはどうでしょうか。即ち、会員個人が、その家庭や事業、活動で有用な存在となり、ロータ
リーの5大奉仕部門においては仲間と親睦を深めながらその実践に役立つような人間を目指すこと、
ロータリークラブだからこそ、そのような人づくりが出来るのです。私自身としては、ロータリーって
何？と問われたときに、「私自身です」と答えられるような、そんな人間を目指しています。自分を磨
き、家庭や事業、地域や世界で、よいことをするための多くの扉を開いていただけますようお願い申し
上げる次第です。
繰り返しになります、コロナ禍の中、予定していた個人やクラブの活動が思うように出来ないと推
察申し上げます。このような中ですが、まずは自分を磨き、家庭や事業、地域や世界で、よいことをす
るための多くの扉を開いていただく準備を、お願い申し上げる次第です。ご清聴ありがとうございまし
た。

《会報編集委員》

鈴木悦朗・小澤直之・大塚精一・小椋伸也
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〈クラブ協議会〉
（発表） クラブ奉仕委員会

大川高明委員長

三村・崎谷年度でクラブ奉仕委員長を務めます大川高明です。副委員長に
は会員増強の小林辰幸委員長、委員にはニコニコ委員会の吉田俊一委員長、
会報・雑誌・広報の鈴木悦朗委員長、プログラム委員会の野澤新之助委員
長、出席親睦委員会の関征啓委員長、以上6名で運営しております。
新型コロナウイルスの影響がまだまだ続いており今までに経験したことが
ないロータリークラブ運営、活動になっております。例会開催は少しずつ従
来のプログラムになってきましたが、いつまた例会を休止することになるか
わかりません。例会もリモートによる参加ができるような仕組みづくりが完
了致しました。このようなコロナ禍ではありますが各委員長は積極的な活動計画を立案し実施しておりま
す。この内容を踏まえ、クラブ奉仕委員長として期初に
＜目標＞
クラブ運営の機能を充実させるためにクラブ奉仕委員会に属するこの5つの委員会が活発に行動できる
ようにし、且つ円滑な運営ができるように努める。
＜活動計画＞
各委員会の会合に参加し、年間の活動内容を把握しその活動をサポートし各委員会が
スムーズに活動できるように努める。
各委員会の会合は2ヶ月に1回程度実施頂き、進行業況を確認する。
5つの委員会を通して楽しいクラブ運営ができるように努める。と致しました。
具体的に各委員会について紹介いたします。
会員増強委員会は会員一人一人が自覚を持って会員増強に取り組めるような場作りに努めております。
特に新会員の知人友人にアプローチを致します。
ニコニコ委員会は三名の大先輩にお願いしております。毎回楽しいトークを交えてのニコニコ紹介は会
員みんなが楽しみにしております。このまま継続して頂けるようにお願いしております。
会報・雑誌・広報委員会は今年度よりFacebookによる情報発信に力を入れております。特に鈴木委員長
が積極的に取り組んでおり毎週多くの情報や写真を掲載して多くのロータリークラブから「いいね」を頂
いております。このまま継続して当クラブの認知を増やします。
プログラム委員会は新型コロナウイルスの影響でプログラム内容を決めるのに大変苦労しており、会員
の近況報告の発表等、工夫はしておりますが外部卓話をお願いすることは苦労しております。今後も会長
の指導の下できるだけ楽しく有意義な例会を目指して行きます。
出席親睦委員会は例会もリモートでの参加ができる仕組みができました。若手会員が仕事等で例会に参
加できない場合には有効な手段で有り、リモートでの参加を出席とすることについては定款で決められて
おりますが、改めて当クラブとしてルールを考えて取り組んで参ります。
また１２月と6月、2回の家族例会の実施に向け来月より会長、幹事、委員会メンバーで開催の可否を踏ま
え検討して参ります。なんとか知恵を絞って開催したいと思っております。

発表）

職業奉仕委員会

小澤直之委員長

この度、職業奉仕委員会 委員長を仰せつかりました小澤です。
お恥ずかしい話ですが、実際のところ私自身がロータリーの職業奉仕について何も理
解出来ておらず、何を実行するかのイメージも沸いていないのが現状です。
先輩方からは、まずは何よりも会員の職業の理解が必要であるという事は教わりまし
た。そこで「職業奉仕について改めて理解を深め、何をすべきかを見出して活動につ
なげたいと思います。
また以下３点を活動計画といたしました。
1、会員の職業における現況と将来性を含め内容での卓話の実施
2、地区から講師を招いての卓話の実施

