会長：天野正幸 幹事：倉持政宏
例会：木曜日 12:30～13:3０（夜間例会 18:00～） 会場：三高サロン
事務局：〒346-0003 久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F

司会：木村会員

開会点鐘

から考えたいと思います。中里ガバナーと歓談をさせ

本日のお客様

て頂いていた中で、自分との大きな違いがある事がわ

（お客様紹介：福田会長エレクト）

かりました。それはロータリーへの思い入れでした。

2770地区ガバナー 中里公造様

私自身は、正直、役職は順番かと考えて軽く「はい」

地区副幹事

田村芳弘様

とお受けしました。直接お話を伺っていると、考え方

第7Gガバナー補佐 伊藤敦彦様

と気迫が伝わり、これではいけないと思いました。コ

新会員候補者

ロナの影響もあり、思うように活動もできませんが、

岸

雅則 様

㈱環境総合研究会 鎌田健司様

今期も始まったばかりですので頑張って行きたいと思

会長挨拶

います。中里ガバナー始め、ガバナー補佐、地区幹事。

本日 はガバナー公 式訪問例会 で

本日はお忙しいところ本当にありがとうございました。

す。先程まで食事をしながら色々

長丁場になりますがどうぞ宜しくお願いします。

とご指導頂きました。久喜 RC は、
持続可能なクラブを目指して今後 5 年ぐらいの計画を

ECOCAP回収

立て、若手の増強をして行きたいと思います。ガバナ
ーからは、久喜クラブは 40 代から 80 代までのメンバ
ーで、平均年齢約 66 歳と大変バランスの取れたクラ
ブであるとお褒めの言葉を頂きました。このバランス
年齢を崩さないように頑張りましょう。次に、新しい
事業についてですが、古くて新しい事業としてペット
ボトルキャップ収集を、地球環境を守る事の意識づけ
と考えます。勘違いをしていたのは、ビジョンをこれ
KUKI R.C. WEEKLY

ご協力ありがとうございました。
次回も宜しくお願いします。

褒章伝達

願いします／松崎会員：ガバナーようこそ／大塚会員：

久喜市交通安全対策協議委員 進藤会員

中里ガバナー、伊藤ガバナー補佐ようこそ／夢川会員：

米山記念奨学寄付

ガバナー、補佐、地区幹事ようこそ／鈴木（弘）会員：

新会員入会式

倉持会員

欠席のお詫び。中里ガバナーようこそ／中山会員：ガ

岸 雅則 会員

バナーようこそ／平澤会員：ガバナーようこそ／林会
員：誕生祝いありがとうございます。中里ガバナーよ
うこそ／飯島会員：ガバナーようこそ／尾崎会員：ガ
バナーようこそ／野原会員：中里ガバナーようこそ／
木村会員：今日もよろしくお願いします／福田会員：
陰の為 身を焦がしても 茂る葉は

誕生祝い 林 会員 倉持会員 蓮実会員

花より緑

あわ

れ朝顔（順不同、敬称省略）
本日（9/3）

累計

53,000 円

251,000 円

出席報告 出席委員 尾崎会員

委員会報告

定員

免除

出席

MC

欠席

出席率

48

10

27(R3)

4

7

81.57％

第 2770 地区 2020-21 年度ガバナー

雑誌委員会 飯島委員長

中里 公造 様

「ロータリーの友」9 月号
横：益子 RC 益子焼で防壁を作る

久喜ロータリークラブの

財団委員会 大塚会員

皆様、こんにちは。

「ポリオアフリカで根絶」

2020-21 年度ガバナーを

幹事報告 倉持幹事

務めさせて頂きます、川

◆通常例会 点鐘 13 時 30 分 ＊食事なし

口モーニングクラブの中

月

日

10
（木）
9

17
（木）

例会

卓

里公造です。

話

卓話
通常

例年より２ヶ月ほど遅れております公式訪問を、昨日

(有)三輪興産

会長

三輪昭彦様

春日部商工会議所会頭
米屋
夜間

山崎哲男様

点鐘 18 時～

からスタートいたしました。公式訪問の最初は、地区
の慣例に従い、昨日、小林直前ガバナーの所属する越
谷北 RC に訪問して参りました。久喜 RC さんが２番

例会のみ。弁当お持ち帰り。

目です。久喜クラブさんには、ロータリーを通じて知

バス送迎なし。会食はありません。

り合いになった方がたくさんいらっしゃいます。ご無

休会日：9 月 24 日

沙汰しておりましたが、国際大会に何度もご一緒した

⚫

９月５日（土）財団部門セミナー(ZOOM)

方もおり、久しぶりに皆さんとお会いできて、非常に

⚫

9 月 12 日(土)奉仕部門セミナー(ZOOM)

⚫

9 月 26 日(土)財団部門セミナー(ZOOM)

スマイル報告 伊藤様：みなさんよろし
くお願いします／天
野会長：ガバナーあ
りがとうございます／倉持会員：中
里ガバナー、伊藤ガバナー補佐よう
こそいらっしゃいました ／金沢会
員：ガバナーようこそ／進藤会員：中里ガバナーよう
こそ／正倉会員：中里ガバナー久喜へｙｏｕｋｏｓｏ
／伴会員：中里ガバナーよろしくお願いいたします／
野口会員：中里ガバナー、伊藤ガバナー補佐宜しくお
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嬉しく思います。そういった皆様を前に、ガバナーと
して公式訪問をさせていただくことは、非常に光栄な
ことと思っています。本来ならば、楽しい卓話をした
いところですが、伝えなければならないことがあり、
皆様から見ると硬い話になりますが、宜しくお願いい
たします。
先ず初めに、８月２３日アフリカでポリオが根絶さ
れ、残りは、パキスタンとアフガニスタンになったニ
ュースです。残念なことに、ポリオ根絶に対して大き
な役割を担っていたロータリーのことが一言も記載さ
れていませんでした。改めて、公共イメージの認知度

の重要性を感じたところです。昨年度 10 月 24 日の

は、ロータリアン。ロータアクトの会員は、ロータア

世界ポリオデーには、小林直前ガバナーのポリオ根絶

クターであり、ロータリアンではない。このビジョン

に対する熱い思いにより、地区内のすべてのクラブが

声明でロータリーが目指すものは、社会の発展であ

イベントに参加し、地域社会に大きなインパクトを与

り、ロータリアンの成長であり、ロータリーの究極の

えた素晴らしい取り組みであったと思います。今年度

目的・目標である「世界平和」につながります。

も、イベントを企画していましたが、コロナ禍の中

ビジョン実現に向けて活躍するロータリアンは、世界

で、中止になりました。RI より、今年度は、クラブ

を変える行動人であり、その実現のために実案された

単位で取り組んで頂きたい。との特別例会を開催する

新しい行動計画です。新しい戦略計画は国際ロータリ

案内がきました。

ーとロータリー財団のビジョンを達成させるために、

自己紹介。1961 年に川口モーニング RC に入会

2019 年 9 月より今後 5 年間の活動の方針を定める 4

し、今年で 32 年目になります。その間、いろいろな

つの戦略的優先事項の中の行動計画が発表されまし

役職を経験させていただきました。どれもが、非常に

た。「より多くのインパクトをもたらす」「大きな基

貴重な経験になっております。私は、ゴルフが好きで

盤を広げる」「参加者の積極的なかかわりを促す」

したが、ガバナーにノミネートされた 1 年半前から止

「適応力を高める」これらにより、ロータリアン自身

めてしました。RI 会長ホルガー・クナークさんは同

がより核心的になるということです。重要なことは、

い年の 67 歳です。奥さんのスザンヌさんも熱心なロ

国際ロータリーだけでなく、すべての地区、クラブに

ータリアンです。「ロータリーは機会の扉を開く」と

行動計画は当てはまります。

いうことで、扉の色の意味は、ピンク（＝クランベリ

「世界で良いことをしよう」というロータリー財団の

ー）は、ロータリーの指定色で、ロータアクトのシン

6 つの重点分野に、7 つ目に「環境の保全」が加わり

ボルカラーです。いかにホルガー・クナークさんが、

ました。実際の運用は、来年の 7 月からになります。

ロータアクトを大切にしているかの表れではないかと

環境の問題に特化したグローバル補助金の活用をお願

思います。国際協議会にタイトルが、Grow Rotary

いします。

（成長するロータリー）となっており、これからもロ

今年度、ホルガー・クナーク会長は、コロナ禍の中、

ータリーは、時代の変化に合わせ、成長しなければな

新しい日常に向けてすべてのクラブがオンラインでの

らないと強調されておりました。また、ロータリーは

例会を実施できる体制を整えてください。とのメッセ

長年にわたり、時代の変化にしっかり対応してきたか

ージがありました。ガバナーとして、それを支援する

らこそ、現在のロータリーがあるといわれました。た

こととありました。オンライン例会、顔を合わせる例

だし、変わらないもの、変えてはならないものがあ

会、ハイブリット例会は、普通となり、RI 最高経営

る。それは、ロータリーが、115 年の歴史の中で培っ

責任者の言葉として、ある意味、現会長よりも重い意

てきた、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシッ

味のあるものになります。お二人のいうことは、ロー

プといった、中核的価値観であります。これは、例会

タリーは今、変革の時です。例会の形態も時代の変

や奉仕活動を通じて、何を優先し、どのようなことを

化、社会の情勢とともに変化していくということで

求めるのか。といったことでつくられています。変え

す。

てはならないものは、「ロータリーの目的」、「四つ

ガバナーの立場として、7 月 3 日付けで、すべての会

のテスト」。5 大奉仕は、奉仕の理念に変わらないも

長あてに、オンラインの例会が実施できるように体制

のとして当然のことです。ビジョン声明をご覧になっ

を整えてください、と申し上げました。振り返ってみ

ていることと思いますが、ロータリーの現状を踏ま

ると、今年の 3 月から 6 月初めくらいまで、地区内の

え、これからのロータリーはどうあるべきか。また、

すべてのクラブがほぼ休会になりました。オンライン

どうあってほしいのか。世界中のロータリアンや元会

の例会の体制を整えておくことによって、今度また何

員、ロータアクト、学友など、その他一般の人々を含

かあっても、例会を休会しないですむということで

め、100 万人以上の皆様の声を参考に作られたもので

す。現在は、74 クラブのうち、30 クラブ程がオンラ

す。当初は、私たちロータリアンだけでしたが、

イン例会の体制を整えています。その中でも、日常的

2019 年よりロータリークラブとロータアクトの集合

に、オンラインでやっているクラブは、10 クラブ程

体（連合体）が国際ロータリーを形成するということ

ですので、オンライン例会の実施を公式訪問の中で訴

になりました。その為に、ロータリークラブの会員

えていきたいと思います。
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次に、運営方針についてお話させていただきます。

本を大切にしながら、社会状況の変化に合わせ、柔軟

今年度、「新たな機会へのチャレンジと、クラブに活

に対応していくことも、重要であると思います。現

力を」。特に「新たな機会へのチャレンジ」を強調さ

在、コロナの影響を受けながら必死に頑張っているロ

せていただきました。クラブの例会や奉仕活動など、

ータリアンもいます。今は、お互いに助け合う時期で

是非新たなことにチャレンジしていただきたいと思い

はないでしょうか。ロータリアン同士、思いやりの心

ます。久喜 RC さんが取り入れている、ハイブリット

をもって、困っているロータリアンに仕事をまわしま

例会も新たなチャレンジの一つになると思います。地

しょう。そして、ロータリアンの店を利用しましょ

区およびクラブのチャレンジ目標として、新規奉仕事

う。手を差し伸べましょう。会員増強は大切だと思い

業へのチャレンジと申し上げました。これについて

ます。まだ見ぬ新会員より、今いる仲間を大切にしま

は、PETS や地区研修協議会のビデオの中で、74 ク

しょう。地区内の皆さんが、ロータリアンのお蔭で、

ラブの会長さんに強くお願いをしました。ロータリー

この危機を乗り越えられるとしたら、たぶんそのロー

は、1year ルールといわれている中で、毎年新たな奉

タリアンは、受けた恩の何倍ものものをのちにクラブ

仕事業をするというのが、国際ロータリーからも強く

に、地域社会にそしてロータリーに返してくれると思

求められています。毎年新たな事業をすることによっ

っています。私はそれが真のロータリアンであり、ロ

て、クラブの活性化にもつながります。クラブのビジ

ータリーの素晴らしいところではないかと思います。

ョン、戦略計画の確定ということで、クラブの 3 年
後、5 年後の方向性を考え、例会場に掲げてくださ
い。
地区の会員数値目標は、2700 名以上といたしまし

閉会点鐘

た。例会出席は、ロータリアンとしての、義務です。
欠席をしたら、メイキャップをする。今年度は、コロ
ナ禍の中では、出席を強要しないでください。特に高
齢の方、持病をお持ちの方。その為に、オンライン例
会を活用してほしいということです。また、メイキャ
ップについても、お互いを守るために、オンラインを

クラブ協議会

活用してください。

司会 天野会長

寄付についてお願いいたします。米山奨学について
は、法人寄付もお願いします。
青少年交換について、今年度は中止になってしまいま
したが、次年度、今年の 14 名の学生を優先的に派遣
予定となっております。
ロータリーは、「他人を思いやり他人のために尽く
す」人道的な社会奉仕。「最も多く奉仕するもの最も
多く報いられる」。科学的かつ道徳的経営方針によっ
て、自分の利益だけでなく同業者の事業の発展を図る
と共に、業界全体にモラルを高めていこう。というも
のです。「他人を思いやり他人のために尽くす」とい
うことは、ロータリアン同士にも適用すべきだと思い
ます。会員同士お互いが思いやりの心をもって接する
ことにより、会員同士の真の親睦が生まれます。ロー
タリーでは、志を同じくした者同士の仲間意識、連帯
意識を大切にしています。ロータリーでは、「他人を
思いやり他人のために尽くす」という奉仕理念を大切
にしながら、奉仕する心を学びながら、フェローシッ
プを育み、社会貢献を実施するものだと思います。基
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2020-21 年度

会報・雑誌委員会

飯島誉夫・渡辺里史・島先良衛・伴光治

