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2021 年７月 29 日発行

ガバナー補佐

第 2092 回例会

小石

2021. ７.29

晴

裕久様

司会

ガバナー補佐幹事

嘉規

洋様

山口会員

ロータリーソング 「手に手つないで」
◎本日の出席状況
出席：25 名（22 名）中 15 名

68.18％

欠席：藤代・斉藤（守）・斉藤（英）・松本・鯨井・長野・平山（相澤・柴田・織戸）各会員
◎ゲスト：

第２グループガバナー補佐

◎ビジター：

会 長 挨 拶

同

ガバナー補佐幹事

小石裕久様（船橋西 RC）
嘉規

洋様（船橋西 RC）

鈴 木（ 恭 ） 会 長

眼前の危機的状況に目を瞑って、明るい話題から…オリンピックの日本人選手の活躍は皆様も報道でご存
知かと思います。地元の市立船橋高校出身で順天堂大学在学中の橋本大輝選手が体操個人総合で金メダルを
獲得しています。その他柔道やスケートボード、ソフトボールなど 10 歳代の若い選手からベテランまでバ
ラエティに富んだメダリストの誕生を嬉しく思います。その反面金メダル確実と言われていたバトミントン
の桃田選手、テニスの大阪選手、水泳の瀬戸選手、卓球の張本選手など残念な結果となっている選手もいま
す。事前の予想にもありましたが、特殊な環境での開催で勝敗の行方がわからないとのことで悲喜交々、こ
れも一発勝負のオリンピックならではのドラマなのかと思います。
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このようなお祭りと完全に別世界のようですが、同じ東京での新型コロナウィルス感染者が 3,000 人を超
え、最多の記録を更新しています。ワクチンの効果で重症者や死亡者は落ち着いているようですが、医療の
現場の逼迫など問題も出てきているようです。千葉県でも来週にはまん延防止等重点措置から緊急事態宣言
に切り替わるのではないかとの報道がされています。その場合は当クラブも原則休会としたいと思います。
ただちょうどガバナー公式訪問に当たっているので、対処を検討して会員の皆様にはご案内をさせて頂きま
す。
先ほど述べました通り、ワクチンの効果によって比較的高齢者の感染者は減少して、20 ～ 30 代を中心と
した若年層に感染が広がっているようです。これらの若年層はそもそも重症化しにくく、ワクチンの副反応
も強く出る可能性があるなど、その他の世代とは状況が異なるようです。そんな中で報道では街頭や自粛し
ていない飲食店での無軌道な行動が批判されていますが、それぞれの世代にも言い分はあるように思います。
悪戯にそのようなことだけを頭から批判して、世代の分断を図ることなく、他人の行動はどうにもできない
ので、自分の行動のみ気にしていきたいと思います。コロナウィルスの禍に人々の気持ちまで侵されないよ
うにしたいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．令和３年度船橋市市政功労賞表彰について推薦依頼がありました。
※市政善行功労賞に藤代

清七郎会員を推薦いたしました。おめでとうございました。

２．地区ロータリー財団セミナーのお知らせ
日

時：2021 年９月 11 日（土）

場

所：TKP ガーデンシティ千葉

出席対象者：鈴木会長・三須幹事・山﨑財団委員長
登

録

料：１クラブ 3,000 円

◎出席は会場か ZOOM か選択できます。
３．クラブ（公財）Ｒ米山記念奨学会委員長セミナーのお知らせ
日

時：2021 年８月 28 日（土）

場

所：三井ガーデンホテル千葉

出席対象者：長野

米山委員長

◎出席は会場か ZOOM か選択できます。
４．第 19 回ロータリー全国囲碁大会のお知らせ
日

時：2021 年 10 月２日（土）

場

所：東京・市ヶ谷

主

催：ロータリー囲碁同好会

参加費：7,000 円

締

日本棋院本院
切：９月 24 日

その他
１．インターアクト年次大会のお知らせが届いております。
２．日本事務局が８月 31 日まで在宅勤務を延長します。
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第２グループ第１回会長幹事会
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議事録

日時：2021 年７月 16 日（金）14 時 30 分～ 16 時 00 分
場所：船橋商工会議所５階会議室
議題
⑴

2021 － 22 会長幹事自己紹介

⑵

ガバナー公式訪問について
各クラブの日程の確認と事前調査票の提出をお願いした。

⑶

環境保全プロジェクトに参加頂けるクラブを募集した。７月 31 日締め切り

⑷

世界ポリオデー祈願に参加頂けるクラブを募集した。

⑸

・世界ポリオデー・トレインジャックプログラム協賛金１クラブ 14,000 円を

７月 31 日締め切り

会長幹事会負担金の繰越金から捻出することが承認された。
JR 沿線ということから鎌ヶ谷 RC は対象外とする。
・2021 － 22 年度会長幹事会負担金 30,000 円の納入をお願いした。
⑹

その他
・第２グループの名簿を作成することが承認された。但し、プライバシー保護の観点から職場のみ
記載し、自宅の記載はなしとする。

報告・確認事項
⑴

熱海豪雨災害支援募金について

⑵

地区ロータリー情報研究会（11 ／４）・地区会員基盤向上セミナー（予２／ 10）

⑶

地区大会について（10 ／ 30,31） 各クラブ５名の制限を設ける

⑷

奉仕プロジェクト推進セミナー

⑸

青少年交換学生募集

⑹

各クラブ例会でのリモート対応の現状把握アンケート調査のお願い

⑺

スリランカクラブのご案内

⑻

職業分類データベース化における情報提供のお願い

⑼

2021 － 22 年度上期ロータリー米山記念奨学会普通寄附のお願い

臨時理事会報告（７月 29 日）
１．新型コロナウィルス蔓延防止に関して例会開催の可否について
千葉県に新型コロナウィルス蔓延防止による緊急事態宣言の発令やその他状況において、例会を開催す
べきかどうか、もしくは開催方法に関して会長・幹事に一任すること。
※承認されました
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本日の卓話

・ガバナー補佐

小石
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裕久様

・クラブ協議会（会長進行）

第１回ガバナー補佐訪問
ガバナー補佐

小石

裕久

様

船橋東 RC の皆さん、こんにちは。
補佐訪問ということで、嘉規ガバナー補佐幹事と一緒にお伺いしました。
本日は簡単なご挨拶と自己紹介ですが、そして、そして梶原ガバナーの意向をお話しさせて頂きます。
今年度第２グループガバナー補佐を仰せつかりました、船橋西 RC の小石裕久でございます。ロータリー
歴は、平成２年に入会し、31 年になります。年齢は年をとってしまい今年で 82 才になります。本来ならもっ
と早くガバナー補佐をやるべきでしたが、５、６年前に顔面神経痛を患い、担当が今頃になってしまいまし
た。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ガバナー補佐の役割は、ガバナーの分身として積極的に各クラブを支援し、クラブの活性化を図るあらゆ
る方策を講じていかなくてはなりません。
ですからガバナー補佐はガバナーの意図する施策を訪問するクラブに伝える事です。
DLP（即ち District Leadership Plan）はガバナーが地区運営を行うための道標です。
2000 年に RI は戦略計画を策定し、地区リーダーシッププラン（DLP）の導入を世界中の地区に義務化し
ました。
しかしながら、日本の多くの地区では RI の決定は DLP があまり浸透されないまま、20 年以上経過し今
日に至りました。
DLP については「ガバナー月信」の特集号が発行されておりますので、会員の皆様は良く熟読して下さ
るようお願い申し上げます。
それでは１年間宜しくお願い致します。

・第２グループガバナー補佐

小石様より 5,000 円戴きました。

・小石ガバナー補佐様ご苦労様です。私も 84 歳なので大変だろうとお察し致します。幹事の嘉規様よろしく
お頼みいたします。

藤井

仁毅

・ガバナー補佐小石様、補佐幹事嘉規様、ようこそ当クラブへ。コロナ禍で大変ですが、よろしくお願いし
ます。５年前青木ガバナー年度のガバナー補佐として。

岡田

敏男

・ガバナー補佐小石様、補佐幹事嘉規様一年間よろしくお願い致します。本日は訪問有難うございました。
・小石ガバナー補佐さん、一年間よろしくお願い申しあげます。

遠田

毅

山口

習明

・小石ガバナー補佐、嘉規幹事、本日はクラブ公式訪問ありがとうございます。体調に気をつけてお過し下
さい。

山﨑

新一
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・ガバナー補佐の小石様、コロナ禍の中、一年間宜しくお願いします。グループ再編は色々な意見が出そう
ですね。

大家

浩明

・ガバナー補佐小石様、補佐幹事嘉規様、暑い中ご訪問ありがとうございました。８月の例会、ZOOM でで
きるとよいのですが。

水庫

直子

・本日は、小石ガバナー補佐、嘉規ガバナー補佐幹事、東クラブ訪問ありがとうございます。

草野

宏隆

・小石ガバナー補佐、嘉規補佐幹事、本日は暑い中ありがとうございます。

野田

真司

・小石ガバナー補佐、嘉規補佐幹事、訪問ありがとうございました。

中村

和一

・小石ガバナー補佐、嘉規補佐幹事、本日はご訪問ありがとうございます。コロナ禍で大変ですが、１年間
頑張って下さい。

鈴木

隆男

・仕事があり、早退します。小石ガバナー補佐の卓話が聞けず残念です。

山本

宏子

・オリンピック素晴しいよく頑張ってますね。このまま無事に終りますように。

藤井

仁毅

・オリンピック、金メダルラッシュ、コロナ禍で勇気づけられます。ガンバレ

山口

習明

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
次週予告

８月５日 （木）ガバナー公式訪問

７月 29 日

19,000 円

日本。
累計

90,000 円

15 時点鐘

（リモート参加あり）

８月のプログラム
８月５日（木）

ガバナー公式訪問

12日（木）

お盆休み休会

19日（木）

三つのお祝い会員スピーチ
理事会

26日（木）

週報今週の担当

水

庫
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