
皆本日は、常盤ガバナ-

補佐が田島ガバナー公式訪

問の事前訪問としてお見え

になっております。

常盤AGには第6グループ

のリーダーとしてロータリーを

引っ張って頂いております、今年度のロータリー奉仕

デーでは、常盤AG発案の、児童養護施設の在籍者、

退所者への入学等支援金を支給するという事業を

行う予定で、子供たちがプレゼンしてこれを私たちが

選考する、なかなか単独のクラブでは出来ない奉仕

事業だと思います、どの様な子供たちが来て夢と希

望を語るのか、選考は難しいものになると思いますが、

若い人達の助けになることを切に願います。

大和中クラブでは緊急事態宣言下においては例

会は中止としておりました、本日及び30日のガバナー

公式訪問も緊急事態宣言が延長され例会開催する

か否か非常に悩ましく、まず第1に、コロナ禍での例会

開催は皆様の健康を考えたときに開催しても大丈夫

か、

多くの会員がワクチン接種は終わっていると思わ

れますがどうだろうか、また、今回を受けなかったら今

後スケジュール的に公式訪問は可能なのか、ガバナー

公式訪問の取り止め等々を考えておりました。

60歳以上の会員のワクチン接種は進んでいる、ま

だ接種されていない会員もいるが、若い会員と思わ

れるのでオンラインを使えばどうにかなるかなど悩み

ながら理事会に諮らせて頂きました。

その結果、本日のように例会場に来ていただいた

会員とZOOMを使って参加する会員のハイブリッド例

会での開催とさせて頂きました。ハイブリッド例会は慣

れていないものですから心配ではありましたが、ZOOM

参加者が思ったほどで、ほとんど会場出席ですね、何

とかなりそうです。

今回、辻会員にはお忙しい中、理事会、例会とオ

ンラインの準備して頂きました、ありがとうございました、

30日もお願い致します。また会場にアクリル板を用意

いたしました、これは、橋本会員にお願いしましたが金

額的に無理お願いした上に、組立、そして梱包資材

の処分まで協力して頂きました、ありがとうございます。

お願いがあります、例会終了してお帰りの前に、各

自アクリル板の消毒をお願い致します。
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【 本日のプログラム 】 第3回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問」 田島 透 ガバナー

【 次回予告 】 卓話 「ポリオの現状に関して」 地区ポリオプラス委員会

【 第2021回例会】 令和3年9月16日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君

【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」 【 SL 】 竹野 国敏 君 【 四つのテスト】 肥田 昭 君

【ゲスト】 常磐 重雄 様、関明月 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

25名 19名 76.00% 64.00% 1名 後藤、原嶋、池澤、岸、新村、苗加

会長の時間 阿萬 正巳 会長
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それでは、マスク着用の上、例会を楽しんでくださ

い、食事、会話の時には十分な注意をお願い致しま

す。

米山奨学生

関明月 様

①佐賀・長崎豪雨災害への義援金協力依頼が来て

おります。お一人当たり１，０００円以上のご協力を

お願いいたします。

②ＭＹロータリーの登録状況アンケートがすでに皆さ

まのところへ届いていると思います。ご協力をお願

いいたします。

③地区のデジタル委員会でＺＯＯＭを使い、デジタル

よろず相談が毎週木曜日１９時より開催されており

ます。アンケートお知らせと同時にＵＲＬが通知され

ていると思いますので、お時間が合いましたら覗い

てください。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 竹野 国敏 委員

会員誕生日 辻 彰彦 君 9月18日

配偶者誕生日 野口 雅子 夫人 9月11日

肥田 好子 夫人 9月17日

結婚記念日 石川 達男 君 8月8日

向井 嘉男 君 8月13日

小栁 智裕 君 8月22日

北砂 明彦 君 8月27日

創業記念日 中村 友彦 君 8月14日

向井 嘉男 君 8月28日

後藤 定毅 君 9月1日

入江 公敏 君 9月10日

辻 彰彦 君 9月24日

入会記念日 竹野 国敏 君 9月1日

長野 俊八 君 9月9日

「ガバナー公式訪問に備えて」

第6グループガバナー補佐 常磐重雄 様

本年度第6グルー

プガバナー補佐を

務めさせていただ

きます。常磐重雄

と申します。厚木ロー

タリークラブ所属

です。現在47歳で

す。職業分類は

弁護士となります。事務所は厚木と新横浜と横須賀

の3か所で、弁護士10名、事務局10名の体制で仕

事をしています。

趣味は、お酒とゴルフです。お酒とゴルフの誘いは、

ほかのお酒とゴルフが入っていない限り断らないと信

条としております。多分ずいぶん若いAGが来たなと思

いかと思います。私もそう思います。またまだ若輩者

ですので、常磐AGなどと言われるとどうもピンときませ

んので、「ときわさん」とか「ときわちゃん」と呼んでほし

いです。

私、平成20年1月入会ですので、ロータリー歴は１

3年が経過したことになります。

ロータリアンとしては、まだまだ未熟者でして。本来、

私の所属する厚木クラブには重鎮の諸先輩方がたく

さんいて、適任者もたくさんいるのですが、何故か私

に白羽の矢が立ちました。

田島ガバナーはやりたいことが多く、、毎週、土曜

日の夜3時間くらい、第9グループのＡGと田島ガナバー

と飲みながらですがズームで会議をしています。

ガナバー補佐としての仕事は、コロナ禍での皆様の

ロータリー活動のサポートに尽きると思っています。

例会どうしたらいいの？社会奉仕活動どうしたらいい

の？前例踏襲では立ち行かない今年度の会長幹事

さんは課題が山積みと思います。そのような疑問があ

りましたら、直ぐに常磐の方にご連絡を頂ければと思

います。幸い他クラブの含めた地区の情報だけはたく

さん入ってまいります。色々な情報を踏まえて、でき

る限り皆さんのクラブの実態に即したアドバイスをさせ

て頂こうと考えております。
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幹事報告 中村 友彦 幹事

委 員 会 報 告

第2回クラブ協議会



ここからパワーポイントに沿って地区の活動方針を

説明させて頂きます。ご覧いただいている順番でお

話を進めます。まず、本年度RI=国際ロータリーの会

長のご紹介をさせて頂きます。少し楽をさせて頂きた

く、約10分のシェカールメータIR会長の演説をお聞き

ください。クラブ会長向けの演説ですが、本年度のＲI

会長のやりたいことが明確になると思います。

ここから田島ガナバーの方針について説明をした

いと思います。まずは田島ガナバーの紹介です。藤

沢湘南ロータリークラブ、6５歳、職業分類は建築資

材販売、㈱藤和建商という会社の代表取締役です。

地区の委員長や副委員長を歴任してきた方です。

田島ガナバーの地区方針は、DO MORE END POLI

O GROW MORE MEMBERSHIP です。

「ポリオ根絶と会員増強」、そして「奉仕の実践で

会員基盤を強固にする」という意味です。

RI会長のテーマである「奉仕しよう みんなの人生を

豊かにするために」 を理解し実践して頂けるようサポー

トいたします。目標達成のため、全クラブにロータリー

賞への挑戦を推奨します。ロータリー賞というのは、

年度初めに会長に目標を立てていただき、クラブでそ

れが実現出来たら賞がもらえるというものです。

田島年度の地区ビジョンを説明いたします。

地区戦略計画というのがあるのをご存じでしょうか？

地区ビジョンといわれているものがそれで杉岡年度で

定められました。

2780地区の地区ビジョンは、「私たちは、地域社

会の変化とニーズを捉え、地域社会にインパクトをも

たらし、多様な人々との出会いとつながりを活かして、

良い奉仕を実践するために積極的に行動します」で

す。

これに基づき4つの優先事項を定めてております。

田島年度も基本的にはこの方針に従って運営してい

くことになります。

1つ目が、「地域社会の変化とニースを捉える」で

す。

この点に関しては、マイロータリーなどのデジタルデ

バイスを活用していただきたいです。

2つ目が、「地域社会にインパクトをもたらす」です。

この点に関しては、世界ポリオデーが重要です。

10月24日を挟んで前後2か月間、神奈中バスの

中吊り広告にエンドポリオの公告が出ます。また、12

台ラッピングバスも出ます。バスジャックのような形で
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す。

ここに併せて、ポリオ撲滅に関する奉仕活動をして

いただくことを推奨しています。

3つ目が、「多様な人々との出会いとつながり」です。

インターアクトやローターアクトなどの設立を推奨し

ています。是非、将来のロータリアンを育てていただ

きたいです。

４つ目が「積極的に行動します」です。

この点では、ロータリー奉仕デーが重要です。

今やIMはRＩの正式なプログラムからは外されていて、

ロータリー奉仕デーが推奨されてます。もちろんＩＭの

良さはありますが、世界の潮流に取り残されてもなん

ですので、日本でもロータリー奉仕デーをやってみよ

うじゃないかということです。ＩMに変えてということです

のでガバナー補佐の方で主導させて頂き、児童養護

施設の子供を対象にした奉仕事業を実施予定です。

また、来年6月、ヒューストン国際大会に80人で行

きたいと考えております。コロナも収束していると思い

ますので、何卒、よろしくお願いします。

以上が田島ガバナー年度の方針となります。コロナ

禍で例会運営も大変だと思いますが、是非、この二

つを推進していただけますと幸いです。

ご清聴ありがとうございました。
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常磐 重雄 様（厚木RC）
本日は、ガバナー補佐訪問で参りました。久々のリ

アル例会で嬉しいです。

阿萬正巳会長、入江公敏副会長、中村友彦幹事

皆様お久しぶりです。ハイブリット開催ではありまし

たが、会場への出席者が多く直接の会い出来嬉しく

思います。常磐AGようこそお越し下さいました。ご指

導よろしくお願いいたします。

向井 嘉男 君
結婚記念と創業記念のお祝いありがとうございま

す。

入江 公敏 君

創業記念のお祝いありがとうございます。

中村 友彦 君

創業記念のお祝いありがとうございます。

長野 俊八 君

入会記念日祝って頂きありがとうございます。
辻 彰彦 君

数々のお祝いありがとうございました。

北砂 明彦 君

常磐ガバナー補佐、ようこそお出で下さいました。

本日はよろしくお願いいたします。結婚記念のお祝い

ありがとうございます。これからも継続できる様、私が
努力します。

野口 宏 君

妻の誕生日祝いありがとうございます。

石川 達男 君

コロナ禍で、緊急事態宣言中のハイブリッド例会に

参加させて頂きました。早く終息するように祈るばか

りです。常磐重雄ガバナー補佐、本日はよろしくお願

いいたします。
肥田 昭 君

集りの会がなかなか難しい環境下、皆様お久しぶりで

す。妻へのお祝いありがとうございました。来月から開催で

きる世の中へなること楽しみにしています。

竹野 国敏 君

入会記念日のお祝いを頂きありがとうございます。

鈴木 洋子 君

常磐重雄ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。
これからもよろしくご指導ください。

橋本 日吉 君

常磐重雄ガバナー補佐、ようこそお出でいただき

ました。本日はよろしくご指導をお願いいたします。

スマイルボックス 橋本 日吉 委員長 本日 ￥19,000 累計 ￥７１，０００


