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2020 年 7 月 16 日（木） 第２８９７回例会 天候：晴れ 司会：加瀬義明副幹事 No. 3
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「それでこそロータリー」
「四つのテスト」
◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「クラブ研修 活動計画」 成田栄二会員
◎ゲスト・ビジター紹介
髙田 修様 （東京世田谷ＲＣ）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊７/１９（日）米山奨学生オリエンテーション／学友会主催ＢＢ
Ｑ懇親会は、十分な注意をはらい
米山奨学生と学友の皆様を対象に、交流を目的としての開催
とします。
◇ロータリー米山記念奨学会より
＊２０２０-２０２１年度上期普通寄付金 送金のお願い
＊ハイライトよねやま Ｖｏｌ．２４４
◇タウンニュース
（大箭会長のクラブ活動方針および次
亜塩素酸水生成タブレッットを市に贈呈 記事掲載号）

スマイル報告
高田

石田貴一会員

修様（東京世田谷ＲＣ） 直前会長の澤邑さん・幹事

の杉本さん、一年間お疲れ様でした。今年度会長の大箭さん・
幹事の杉田さん、今年度も宜しくお願い致します。茅ヶ崎ロ
ータリークラブの皆様、宜しくお願い致します。
大箭剛久君＆杉田祐一君

東京世田谷ＲＣ高田さん、ようこ

そいらっしゃいました！今年度は RLI 日本事務局の要職を
務められるとのことで、引き続きのご活躍をお祈りいたしま
す。成田研修リーダー、卓話楽しみにしております。
伊藤留治君

高田様、コロナ禍の中ようこそお越し下さいま

した。歓迎いたします。
加藤

寛君

田中賢三君

高田さん、ようこそ。
東京世田谷ＲＣ高田さん、大歓迎です。成田さ

ん、本日の卓話よろしくお願いします。当分の間「おもしろ
く無い世の中をおもしろく」
、元気にやりましょう。
池上

實君

大竹さん、とうもろこしおいしかったです。口

もきかずに夫婦で２本ずつ、２時間近く過ごしました。戦中・
戦後育ちの我々夫婦の目がさめるほど美しいとうもろこし
でした。
成田栄二君

本日卓話です。よろしくお願いします。ゲスト

の高田さん、ようこそ！私の卓話、興味ありますか？
大森久巳男君

東京世田谷ＲＣ高田修様ようこそいらっし

ゃいました。
和田幸男君

東京世田谷ＲＣ高田さんようこそ。成田さん卓

話お疲れ様です。
去る 7 月 6 日、新型コロナウィルス地区補助金を活用して
の、市内小学校・幼稚園への次亜塩素酸水生成タブレット贈
呈を実施。写真は左から杉田幹事・佐藤光茅ヶ崎市長・大箭
会長・岩澤奉仕プロジェクト委員長

澤邑重夫君

高田さんようこそ。成田さん、卓話よろしくお

願いいたします。ところで先日の吉野家はどなたがお勘定を
負担されたのでしょうか。ごちそうさまでした！
古知屋光洋君

成田さん、卓話よろしくお願いいたします。
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中山冨貴子君

東京世田谷ＲＣ高田様、ようこそお越し下さ

いました。成田さん、卓話勉強させていただきます。
吉田恵子君

修正出席率

９４．８７％

ました。コロナ問題が長引くことを考えると積極的に取り入
れることが必要でしょう。

東京世田谷ＲＣ高田様ようこそ。今朝は寒いく

ここまでして何とか今年度のスタートラインに着けたと

らいでした。コロナ、茅ヶ崎から感染者が出て大変になって

思いましたが、反省点がありました。7 月からのことしか考

きましたね。早く落ち着くといいですね。

えていなかったことです。本来は PETS があり、その報告を

加瀬義明君

クラブでし、その後に地区協があり、その報告を同様にクラ

東京世田谷ＲＣ高田さまようこそ。成田さん、

卓話よろしくお願い致します。
杉本剛昭君

RLI 日本事務局、世田谷ＲＣ高田様、ようこそ

ブでし、次年度のクラブ協議会をします。その 3 つの過程が
抜けたままになってしまいました。PETS に関しては、一旦

お越し下さいました。ごゆっくりお過ごし下さい。成田さん、

延期、その後中止、そして急にネットで行うになりました。

卓話を拝聴することを楽しみにしております。

地区協も中止と聞いていましたが、年度末になって急にネッ

木村信一君

トで行うに変わりました。地区からの情報があまりに少なか

高田様いらっしゃいませ。成田さん、卓話よろ

しくお願い致します。

ったと思います。こんな状態でしたので地区予算の承認が前

小澤雅彦君

もって理事会で出来なかったことが悔やまれます。例会の大

世田谷ＲＣ高田さま、いらっしゃいませ！成田

会員、今日は卓話よろしくお願いします。
木村邦佑君

高田様ようこそです。成田さん、卓話よろしく

切さを改めて知りました。
以上が例会休眠中に行ったことですが、ここからはこれか

お願い致します。

らどうするか？について少し話したいと思います。研修委員

橋本正一君

東京世田谷ＲＣ高田さん、こんにちは。長引く

会は今まではベテラン会員ばかりで構成されていて、なかな

梅雨に冷夏を心配します。成田さん、卓話楽しみにしており

か活動が頻繁に委員会を開くことが出来ませんでしたが、今

ます。

年は若い会員が多いので、その人たちが何に興味があるかを

伊藤和明君

今朝、甥っ子に第一子が生まれました。久しぶ

訊いて、そのことについて話し合う場を設けて行きたいと思

りの明るいニュースでした。

います。また、持越しになってしまいましたが、定款細則の

小八木隆男君

検討・見直しを早い機会に行いたいと思います。このことと

成田さん、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。
岩井

関連がありますが、今年は規定審議会への提案をする年で
泰君 成田さん、卓話よろしくおねがいいたします。

早く梅雨が明けると良いですね。
石田貴一君

す。細則の見直しをする時に、出来れば提案も出して行きた
いと思います。

高田様ようこそいらっし

昨年から言っていますが、ホームページのリニューアルな

ゃいました。成田さん、卓話拝聴させ

どを通しての IT の積極的活用も重要です。ベテラン会員の

て頂きます。

方には反発も多いと思いますが、今後のことを考えると避け

［本日 24 件、29,000 円です］

ては通れない道です。何処まで使うか？また使う使わないは

卓話「クラブ研修活動計画」
成田栄二会員
３月初めよりロータリークラブ始まって以来という事態

別にしても、ツールとしていつでも使える状態にしておくこ
とが必要と思います。コロナウィルス問題で日本政府の IT
化の遅れが指摘されました。保健所から厚生労働省への報告

になりました。それによって、活動がストップしてしまい、

がまだ FAX を使っていたとか、です。また、企業は新しい

研修リーダーとしてこの時期は新年度に向けて会長エレク

生活スタイルを提唱しています。外国ではリモートワーク率

トへのアドバイスすることが無いか？或は、現年度中にやり

がかなり高いとも言われています。日本も必然的にその方向

残したことはないか？また次年度に引き継ぐことはない

へ進むものと思われます。ロータリーの友 5/6 月号のエバン

か？など考える時期でした。

ストン便りにあるように、RI はもっと過激です。理事会は

当クラブは一番頑張って例会を続けていたクラブだった

もちろんですが、クラブ関連でも「ガバナーは 2020 年中の

と思います。そのことは大いに評価に値するとことだと思い

クラブ訪問をオンライン会議を用いて行う事が強く奨励さ

ます。４月からは地区委員会を初め、地区内ほとんどすべて

れる」
「地域リーダーは 2020 年中の研修セミナーとその他

のクラブが休眠状態になり、その前まで毎週 1 回会っていた

の行事をオンライン会議を用いて行う事が強く奨励される」

ためものすごく疎遠になったように感じました。この状況を

と書かれています。

何とかするために、次年度会長幹事と、理事会だけは何とか

最後になりますが、3 月、4 月、6 月とメイクアップフリ

顔を合わせて出来ないか？と提案したところ、幹事が仕事で

ーで例会を行っていました。そして 7 月からは通常に戻すと

すでにウェブ会議をしているというので 4 月に予行演習を

いうことになりました。これについて疑問を感じられている

して、5/7(木)に次年度理事会をネットで開催しました。少し

方もいると思いますが、これも RI 理事会で「ウィルス流行

慣れが必要と感じましたが、5 月末にもう一度現次合同理事

で出席したくないと感じるいかなるロータリー参加者に対

会を行ってみて、ネット会議は最初は戸惑うが、慣れれば実

しても、直接顔を合わせる会合屋行事への出席が義務付けら

際に会って行う会議と同じように出来ると思うようになり

れないものとする」という決定がなされています。

ま

