2020-2021 年度 RI テーマ ：ロータリーは機会の扉を開く
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：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から
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本日の卓話者ご紹介
ガバナー補佐 吉野龍彦 様
平塚湘南RC

卓話

「ガバナー補佐訪問」
ガバナー補佐
吉野龍彦

会長報告
10 月 18 日、第 2780 地区の地区大会に江藤幹事と参
加して参りました。本来であれば 2 日間に渡って開催さ
れる大会ですが、今回は感染対策のため 1 日のみの開催
となりました。
人数も 1,500 人収容できる鎌倉芸術館の大ホールを約
300 名に絞って行われました。皆さんとご一緒できなかっ
たことは残念ですが、
「どんな状況でもできることはやる」
という久保田ガバナーの熱い想いが伝わる大変感動的な
大会でした。
どのような内容だったか本当はすべてお話ししたいく
らいですが、今回はホルガー・クナークＲＩ会長のお話
と、その話を聞いて気づかされたことをお話しします。
ホルガー・クナークＲＩ会長は、地区大会に寄せたビデ
オメッセージで、会員増強について次のような内容のお
話をしてくださいました。
「若い人はロータリーが自分に合わないと思ったら、
新たなコミュニティを作ろうと考える。しかし、昔はよ
かったと嘆く会員は、昔ながらの方法にこだわることが
あると思うが、変化に対応し、新しい視野と経験で、柔
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軟に受け止めていこう。」というような内容の話をして
くださいました。私はこの話を聞いて、
「ロータリーは機
会の扉を開く」というテーマがすぐに頭に浮かびました。
ご存知の通り、これは 2020-2021 年度のＲＩテーマ
です。この例会を始め、ロータリーに関わる中で、何度
も耳にした言葉でしょう。しかし、同じ言葉であっても、
ここにいる一人一人の言葉のとらえ方、解釈は違うので
はないでしょうか。私は、既に開いている扉があって、
そのそばに私たちがいて、新しい人たちを迎え入れると
いうイメージを持っていました。
しかし、ホルガー・クナークＲＩ会長の話を聞いて、
扉はすでに用意されているものだけではなく、私たちが
まだ知らない扉も含まれているのだということに気づか
されたんです。
新しい人に興味を持ってもらうためには、今ある扉だけ
に頼る受け身的な態度だけではいけない。私たちが率先
して扉を探し、まだ開けられていない扉を開け、そして
若い人、新しい人に機会を提供することこそが、必要な
のだと思いました。

公式訪問となります。
11:00 〜 12:00 まで会長・幹事・クラブ理事・地区出向
者を対象に、懇談会を行います。また、例会終了後の
13:30 より入会 5 年未満の新入会員を中心とした懇談
会を開催します。
対象となる方には後日ご案内をお送りいたしますが、
スケジュール調整を今からお願い致します。
◎来週の 10 月 29 日は今月 5 週目となりますので、例会は
休会となります。
また、29 日 ( 木 )30 日 ( 金 ) は事務局をお休みとさせ
て頂きます。緊急の場合は江藤幹事までご連絡をお願
いいたします。
出向者報告

ＲＩ会長テーマ、地区方針、平塚ロータリークラブの
テーマ、ロータリー活動に伴い、何度も目に、耳にする
言葉がたくさんあります。そうした言葉を一度聞いて分
かった気になるのではなく、その言葉の持つ意味や目的、
その言葉に込められた想いを何度も考えて、徐々に自分
のものとして浸透させていく。私は今回地区大会に参加
して、そうした大切なことに改めて気づかされました。
いつも当たり前だと思っていることほど深く考え、向
き合うことで新しい発見やきづきがあります。ぜひみな
さんも一度ゆっくり考えてみてください。

◎地区公共イメージ委員会 小林誠委員
公共イメージ委員会は二つの活動があり、一つは各委
員会の活動をフェイスブックや YouTube でクラブ内外
へ発信することと、もう一つはポリオの撲滅活動です。
10 月 24 日は世界ポリオデーと認定されています。日
本でもかつてポリオが大流行しましたが、撲滅するま
でに約 30 年掛かったそうです。海外では、少数ではあ
りますがまだポリオウイルスが存在し、根絶をしない
と日本にもまた小児まひの子供が増える可能性があり
ます。
その為にもポリオ根絶の活動をしています。募金活動
は現在なかなかできませんが、皆さんに知っていただ
き、何かしら活動が出来ればと思います。
委員会報告
委員会報告はございません。

幹事報告

清水雅広会員、鈴木忠治会員、山口紀之会員

◎10 月 18 日 ( 日 ) に鎌倉芸術館にて開催されました
2020-21 年度地区大会に鳥山会長、江藤幹事がクラブ
の代表として出席いたしましたことをご報告いたします。
その後、20 日に久保田ガバナー、中込仁志地区大会
委員長連名のお礼状頂きましたので、ご報告致します。

19名

ゲスト

1名

吉野龍彦AG（平塚湘南RC）
0名

卓話・行事予定
10 月29日(木)
11 月05日(木)
11 月12日(木)

◎先週お伝えいたしましたように、11 月 12 日はガバナー
◎ 葛西 敬

本日のスマイル

ビジター

◎ガバナー事務所より、数日前より、クラブを名乗った「な
りすましメール」が届いるとのことで、忠告依頼が届い
ております。
「内容に心当たりがない怪しいメール」や「業務に無
関係なメール」を受信された場合は、ウイルス感染や
不正アクセスなどの危険がありますので、添付ファイ
ルの開封、本文中のＵＲＬのクリックを行わず、メー
ルごと削除していただくようお願いいたします。

クラブ会報委員会

3名

メークアップ（MUP)

◎10 月 24 日 ( 土 )14:00 より、2021-22 年度実施向け
第 1 回地区補助金説明会が開催されます。
柏手会長エレクト、米山俊二副幹事が出席されます。

休会
地区米山奨学・米山学友委員会
常盤卓嗣委員長、山口紀之委員
ガバナー公式訪問 久保田英雄 G

市内例会変更
○ 浅野 康

近藤 憲司

又城 雅弘

現在ございません。

