第２４６７回例会《公式訪問》
2021年08月12日(木)12:30
例会は新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、 対面例会の他、
YouTube配信とホームページ上での開催とし、 何れかの方法で出席をお願いします。
YouTube配信のURLは事務局よりご案内します。
こちらの例会報告をご覧いただき、 簡単な感想を 事務局 に送っていただくか、
YouTubeのコメント欄にコメントを残して下さい。

点鐘

点鐘

ロータリーソング《われらの生業》静聴

ロータリーソング《われらの生業》静聴

来客紹介

親睦委員会

国際ロータリー第2710地区
ガバナー 杉川 聡 様
地区代表幹事 佐々木 宏 様
G6ガバナー補佐 山坂 哲郎 様
G6ガバナー補佐幹事 坪内 昭吉 様

入会式

本日、 2名の方の入会式を執り行いました。
倉本逸郎会員
職業分類:ビルメンテナンス
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配属委員会:親睦、 職業奉仕
推薦者:山坂会員・山下会員
佐伯秀明会員
職業分類:地方銀行
配属委員会:親睦、 社会奉仕
推薦者:山坂会員・東会員

会長時間

会長

杉町

孝

会員

皆さんこんにちは。
杉川ガバナー並びに佐々木代表幹事、 山坂ガバナー補佐
、 ・坪内ガバナー補佐幹事今日はようこそ当クラブにお越しくださいました。
会員一同心より歓迎申し上げます。
杉川ガバナーにおかれましては、 例会卓話並びにフォーラムでのご指導を宜しくお願い致します。
また、 先ほどは倉本会員・佐伯会員の新会員入会式に立ち会って頂き有難うございました。
お二人とも忘れられない入会式となったことと思います。
これで、 当クラブの会員数は103名、 名誉会員1名となりました。
シェカール・メータRI会長並びに杉川ガバナーも、
ロータリークラブの発展基盤である会員増強を重点目標の一つに掲げておられます。
また、 今年度ロータリーでは、 会員基盤の成長への多大なコミットメントと功績を示した会員を認証する、
新たなプログラムを立ち上げました。
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それは新会員推薦者を認証するメンバーシップ・ソサエティといい、
25人以上の新会員を推薦した会員を紹介する、 バーチャル形式のギャラリーで、 My ROTARYから閲覧できます
。 内容は推薦数が増えるにつれ、 ブロンズ、 シルバー、 ゴールド、
プラチナと認証レベルが高まっていきます。
現在ブロンズレベルの、 25〜29人の新会員を推薦したロータリアンは、 世界の120万人の中で266人いますが、
2710地区では認証者は0名。
その上のシルバーレベルの、 30〜49人の新会員を推薦したロータリアンは、 世界で285人いました。
2710地区ではシルバーレベルの認証者が1人だけおられました。
なんとその快挙を成し遂げた方は、 当クラブの山坂ガバナー補佐であります。
2710地区に於いてメンバーシップ・ソサエティの認証をただ1人受けられ、
これまで当クラブへ35人もの新会員を推薦して頂いております。 これからもどうか宜しくお願い致します。
また、 本日BOX配布にて、 ガバナー月信8月号を皆様にお届けいたしましたが、 こちらをご覧ください。
杉川ガバナーと当クラブのチョードリー・サマール会員が表紙を飾っており対談されております。
皆さんご存じのように、 チョードリー・サマール会員はインド・デリー出身で、
インド料理のレストランを経営しており、 これからもロータリー活動を通じ、
より良いお付き合いをさせて頂き、 ロータリアンとして益々多様性と相互理解を深めようではありませんか。
さて、 皆様ご存知の様に、 ガバナー公式訪問の日に開催するクラブ討論会(Clu
b Forumクラブ・フォーラム)これは奉仕の理念であったり、 クラブの管理運営、 委員会活動、
クラブの問題点などを理事・役員・委員長だけでなく全会員を対象とし、
自由に意見を述べ合う討論会であり公式会合ですが、 あえて結論を導き出す必要はないとされています。
今年度杉川ガバナーは、 ガバナー信条を「みんなのためになるかどうか。 未来のためになるかどうか。
」そして「多様性を受入れ、 相互理解を深めよう!!」と提唱されました。
また地区重点方針に・クラブ運営の積極支援・会員基盤の強化・クラブのDX・ロータリー奉仕デー推進支援・ロ
ータリークラブとローターアクトクラブ間の協力強化・ダイバーシティ理解を深める卓話実施を掲げられておられ
ます。
当クラブはこれらを踏まえ、 本日のフォーラムのテーマとして3点挙げさせて頂いておりますので、
例会後のフォーラムが活気あるものとなります様、 皆様宜しくお願い致します。
以上で、 会長時間を終わります。

幹事報告

幹事

吉永

征史

会員

《ご案内》
*本日、 例会終了後には杉川ガバナーをお迎えしてフォーラムを開催します。
出席予定の方は例会終了後、 速やかに3F天平の間にお集まりください。
《BOX配布物》
*ガバナー月信
*公式訪問冊子
*ロータリ財団・米山記念奨学会寄付依頼書

委員会報告&同好会報告

クラブ総務委員会 鈴木委員長
会員総数 103名
対面例会出席者 67名
YouTube配信視聴者 13名
来賓 4名
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例会出席合計 84名
職業分類会員増強委員会 合田委員長
10月14日(木)オリンピアン有森裕子さんの卓話が実施されます。 この日をオープン例会とさせて頂き、
広く入会候補者を募りたいと思います。 改めてご案内をしますので、 よろしくお願いいたします。
財団プログラム委員会 越智委員長
本日、 ロータリー財団への寄付のお願いをボックス配布させて頂きました。
是非、 ご協力頂きますようお願いいたします。
米山奨学委員会 篠崎委員長
本日、 財団プログラム委員会と一緒に米山記念奨学会への寄付のお願いをボックス配布しております。
目標額達成のため、 ご協力をお願いいたします。
また、 8月26日(木)例会後に入会3年未満の会員の方を対象に米山勉強会を実施します。
ご案内をお送りしますので、 是非、 ご参加頂きますようお願いいたします。
ゴルフ同好会 川本会員
8月例会の組み合わせ表をお配りしています。
また、 9月11日(土)芸南CCにおいて9月例会を開催します。 是非、 ご参加お願いいたします。

ニコニコ箱の時間

岡部&大賀

【来賓出宝】
ガバナー 杉川様・代表幹事 佐々木様より (大枚)
ガバナー補佐 山坂様・ガバナー補佐幹事 坪内様より (大枚)
【会員出宝】
杉町会員、 山内会員、 吉永会員、 宮本会員、 中川良浩会員より
杉川ガバナー様、 佐々木代表幹事様、 山坂ガバナー補佐様、 坪内ガバナー補佐幹事様、
本日は当クラブの例会にお越しいただきありがとうございます。 本日は卓話
、 そしてフォーラムまで何卒よろしくお願いいたします。
杉町会員、 山内会員、 吉永会員、 宮本会員、 中川良浩会員より
倉本さん、 佐伯さん、 入会おめでとうございます。 心より歓迎します。
これから一緒に楽しくロータリー活動に励みましょう。
倉本会員より
本日より入会させていただく倉本です。 少しでもクラブ貢献できるよう努めて参ります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
佐伯会員より
歴史と伝統のある広島北RCに入会させて頂き、 心より御礼申し上げます。
精一杯頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
山坂会員・山下会員・東会員より
今回入会されました、 佐伯さん、 倉本さんおめでとうございます。 今後、
奉仕と親睦にご活躍されますよう祈念しております。
チョードリー サマール会員より
Thank you For talking to me Last time, And Learned a lot of things From Gavaner Mr SUGIKAWA Thank you s
o much(杉川ガバナーと対談させて頂き、 ガバナー月信に掲載して頂きました。 お店にも訪問いただき、
ありがとうございました。 )
山坂会員・杉町会員・坪内会員・島本会員・越智会員・森会員・武部会員より
ついに我が母校からオリンピック金メダリストが誕生しました。 おめでとう柳田くん!

卓話時間
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『公式訪問に際して』
国際ロータリー第2710地区
ガバナー 杉川 聡 氏
シェカール・メータRI会長の運営方針について説明をさせて頂きたいと思います。
シェカール・メータ会長は、 インドのカルカッタのご出身で、
カルカッタ・マハナガルRCに所属されておられます。 仕事は、 会計士をされており、
自身が設立された不動産開発会社「Skyline Group」の会長を務められ、 カナダを本拠とする「Operatio
n Eyesight Universal (India)」のディレクターも勤められています。
会長テーマは、 「Serve to Change Lives」和訳は、 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために。
」でございます。 メータRI会長は、 ロータリークラブに入会された際に訪れた僻地での奉仕活動により、
奉仕の必要性について目覚められ、 人のために世話をし、 奉仕することが最良の生き方。 なぜなら、
その経験を通じて誰かの人生だけでなく、 自分の人生を豊かに出来るのだから。 と感じられ、
ロータリー活動に、 のめり込んで行かれたようでございます。
シェカール・メータRI会長は年次目標として次の3点を掲げられました。
一つ目は、 「2022年7月1日までに会員数130万人を目指します。 」で有ります。
次は、 「ロータリー奉仕デー」の開催で有ります。
最後は、 女子のエンパワメントに力を注ぎ、 教育、 リソース、 奉仕、 機会など、
未来の女性リーダー成功に必要な手段を与えて下さい。 と、 おっしゃられています。
ここで言う「女子のエンパワメント」は女性の活躍の場を増やしていくと解釈頂ければと思います。
女性会員を増やしていく。 女性の役員を増やしていく。 そこに力を注いで下さい。
この3つ目標をメータRI会長は強く発信されました。
是非とも、 各クラブにおかれましては、 この目標達成のため、 全力で対応願いたいと思っております。 次に、
メータRI会長の目標を受けての、 私のガバナー信条を説明させて頂きます。
ガバナー信条は、
「みんなのためになるかどうか。 未来のためになるかどうか。 」
〜多様性を受け入れ、 相互理解を深めよう!!〜
と、 させて頂きました。
「多様性を受け入れ、 相互理解を深めよう。 」をガバナー信条とし、
一年間各クラブの皆様にお話をさせて頂こうと思っていた所に、 今回のコロナ禍が発生を致しました。
世界から、 人種差別的な報道なども聞こえて来るようになりました。 地区の皆様にお伝えして行くには、
もう少し大きなテーマが必要だと思い、 「みんなのためになるかどうか。
未来のためになるかどうか」をガバナー信条とさせて頂きました。 4つのテストからの引用ですが、
「今のみんなのためになるかどうか。 未来のみんなのためになるかどうか」と読んで頂きたいと思います。
SDGsが当たり前のような社会になって来ました。 これからのロータリー活動は、
未来を見据えた活動が必要なのだと思います。 今年度は、 各クラブで
、 その地域に必要とされる未来のためになると思われる奉仕活動を是非とも実施して頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
今年度の重点運営方針を説明させて頂きます。
まず、 地区はクラブの活動を支えて行くのが役割ですから、 クラブ運営の積極的支援をさせて頂きます。 次に、
会員基盤の強化をお願い致します。 また、
クラブのDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進支援もさせて頂きます。 ZOOMなどのツールを活用し、
例会や会議などの対応力強化して下さい。
メータRI会長の最大の事業で有ります「ロータリー奉仕デー」の推進支援を致します。
ロータリークラブとローターアクトクラブ間の協力も増やして下さい。
そして、 最後にダイバーシティ理解を深める卓話を実施して頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
2020年1月に横浜で初めて発生した新型コロナウイルスですが、 1年半以上経ちましたが、 まだ、
ワクチン接種が遅れていますので、 まだまだ予断を許さない状況が続いております。
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ロータリー活動を展開して行くには大変窮屈な状況では有りますが、 その中で、
ロータリーとして出来ることを確実に実行して参りましょう。
コロナだから中止にしよう。 コロナだから縮小しようばかりでは、 大変残念です。
コロナ禍でもこれだけの事を社会に対してやって来たのだと胸を張って言えるように、
前だけを向いて頑張って参りましょう。
あの一年はコロナ禍で大変だったけど、 コロナ禍だから体験出来た事が沢山有って、
あれはあれで記憶に残って良かったじゃ無いかって、
来年の年度が終わるときは笑って話し合える事を願いながら、 私からのメッセージとさせて頂きます。
前だけを向いて、 頑張って参りましょう。 宜しくお願い致します。

点鐘

点鐘
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