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ガバナー公式訪問記念写真

梶原等ガバナー卓話

初めてのリモート例会の様子

͢ǽᩋᴬᦣజǽঔ๖ǽǽ ࢷǽ̜ᴬ˧ᬳǽഠбǽǽǽ Ó® Á® Á® ᴬᦣజǽ႒ǽǽǽ ͢ǽڨᴬ෩࣌ǽᄽފ
͢ஓᴬුజ௷ஓǽǽǽǽ ͢کᴬɹʷʃˁɰɱ˂ʠᓗ൞ǽǽǽǽ ̜өᴬॖիˁɺʴ˂ʽʙɰʃ
ᓗ൞ూʷ˂ʉʴ˂ɹʳʠÈÐǽèôôðº¯¯ ᓗ൞ూʷ˂ʉʴ˂ɹʳʠ®êð¯

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

第 2093 回例会
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山口会員

国歌「君が代」 ロータリーソング 「奉仕の理想」
◎本日の出席状況
出席：25 名（21 名）中 13 名
欠席：藤代・鯨井・松本・大家・斉藤（守）・斉藤（英）・野田・平山（相澤・藤井・織戸・柴田）各会員
◎ゲスト：国際ロータリー第 2790 地区ガバナー

梶原

等様（千葉 RC）

第２グループガバナー補佐

小石

裕久様（船橋西 RC）

◎本日の卓話

・ガバナー

会 長 挨 拶

梶原

等

様

鈴 木（ 恭 ） 会 長

本日は国際ロータリー 2790 地区がバナーの梶原等（かじはら

ひとし）様に公式訪問頂いて例会を開催

いたします。第二グループのガバナー補佐、小石様も同行して頂いております。ようこそ船橋東ロータリー
にいらして頂きました。ご訪問ありがとうございます。
さて今回はコロナウイルス感染症蔓延防止に関して、急遽緊急事態宣言が発出されましたので、当クラブ
初めて一部をリモート開催とさせて頂きました。何しろ初めての試みでありまして、ご出席いただきますガ
バナー、ガバナー補佐はじめ会員の皆様にもご不便をおかけするかもしれませんがご容赦をいただければと
思います。
このコロナ禍によってインターネットを利用したリモート会議は飛躍的に進歩・普及しました。その前か
らロータリークラブでもｅ－クラブが発足しておりましたが、やはり必要に迫られた事もあり各クラブでも
取り入れるところが増えたように思います。
私も今回２度目の会長をお引き受けするにあたり、IT を活用したクラブ運営の検討を行わなければなら
ないと感じておりました。今回のリモートでの開催を参考にして今後通常例会に活かしてまいりたいと思い
ます。ただやはりリモートはあくまで補足的な手段であり、特にロータリー活動のような場合は顔を合わせ
て話をすることに重要性を感じております。しかし現在の状況のように直接の例会を開催できない場合や物
理的な距離によって例会に参加できない場合は、上手く IT をクラブ運営に利用できればと思っております。
さて毎日のニュースでは、コロナウイルス感染者の爆発的な拡大とオリンピックの金メダル獲得が行った
り来たり報じられていて、これが同じ国の同じ都市での出来事には思えなく、遠い国の開催とあまり変わら
ないような気がしています。無事にコロナ感染症の蔓延が終息し、オリンピックも何事もなく（メダルだけ
は多ければ多いほど良いですが）終了してくれることをお祈りいたします。

幹 事 報 告

三須幹事

ガバナー公式訪問例会
１．８月のロータリーレートは 110 円です。
２．相澤友夫会員が新型コロナウイルスに感染し現在入院療養中です。
クラブ慶弔尉規定第５条に基づきお見舞いをお渡ししました。
３．次週８月 12 日（木）は定款第７条第１節による休会となります。
また、緊急事態宣言が発令されましたので８月中は休会となります。
４．ガバナー事務所・エレクト事務所

夏季休暇のお知らせ

2021 年８月 13 日～８月 15 日迄お休みになります。
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ガバナー公式訪問プログラム
幹
日

時：2021 年８月５日（木）

場

所：クロス・ウェーブ船橋

事

三須

榮光

４Ｆ

ガバナーとの懇談会
14：00 ～ 14：45

「パーティルーム」
梶原ガバナー・小石ガバナー補佐
出席：鈴木（恭）会長・三須幹事・中村会長エレクト

14：50 ～

写真撮影（青木写真館）

「2093 回例会」
15：00 ～ 15：08

司会：山口プログラム委員長
・開会の点鐘

鈴木（恭）会長

・国家「君が代」ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
・お客様紹介

中村会長エレクト

・会長挨拶

鈴木（恭）会長

・幹事報告

三須幹事

指揮：山本

宏子

・各委員会報告
15：08 ～ 15：28

・梶原ガバナー卓話（20 分）

15：28 ～ 15：30

・ニコニコボックス発表
・閉会の点鐘

鈴木（恭）会長

「クラブ協議会」
15：30 ～ 16：15

司会：鈴木（恭）会長
・「クラブ戦略計画」に関する現況
・質疑応答
・ガバナー講評

16：15

・閉会の言葉：鈴木（恭）会長
ガバナー・ガバナー補佐にお土産お渡し

16：30

・ガバナー退席

・梶原ガバナー、小石ガバナー補佐、本日は当クラブに来訪いただきありがとうございます。クラブ運営に
貴重なアドバイスいただき感謝いたします。

鈴木

恭浩

・梶原ガバナーようこそ当クラブへ。コロナ禍で緊急事態中ですが、ごくろうさまです。私は、青木年度の
ガバナー補佐であった時はガンバリましたが、梶原年度は監査委員長です。

岡田

敏男

・梶原ガバナー訪問いただきありがとうございます。地区が向かいあうべき事柄について、わかりやすい説
明をいただき感謝しています。

山本

宏子
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・梶原ガバナー貴重なお話しありがとうございます。

三須

榮光

・梶原等ガバナー「ようこそ船橋東クラブへ」一年間よろしくお願い申し上げます。

山口

習明

・梶原ガバナー、小石ガバナー補佐、本日は当クラブにご訪問頂きありがとうございました。

中村

和一

・初めてのリモート・ハイブリッドで開催いたしました。事務局東さん、三須幹事、中村会員にお手伝いい
ただきありがとうございます。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

８・９月のプログラム
８月19日（木） 緊急事態宣言により休会
26日（木） 緊急事態宣言により休会
９月２日（木） 理事会
三つのお祝い 会員スピーチ
９日（木） 基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間に因んで
16日（木） 会員卓話
23日（木） 秋分の日 休会
30日（木） 第２回ガバナー補佐訪問
週報今週の担当

山

口

鈴木
８月５日

7,000 円

累計

恭浩

97,000 円
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