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       国際ロータリー第２５７０地区 

       第２グループガバナー補佐 

 

朝雨が降るなど、天候の定まらない中ガバナー

補佐訪問と言うことで、会場の設営を含め、早い

時間から多くの皆様にご参会頂き、勝瀬ガバナー

補佐をお迎え出来ることに対し心より感謝申し上

げます。 

そして、勝瀬ガバナー補佐。ようこそ新座ロー

タリークラブにお越し頂きました。本日は卓話を

頂くとともにガバナー公式訪問に向けてご指導の

ほど宜しくお願い申し上げます。 

会長の時間 会長 小泉 哲也 

さて、新型コロナウィルス感染拡大することで

我々の生活は一変いたしました。緊急事態宣言が

発令され、今まで当たり前と思っていたことが当

たり前でなくなり、マスクの着用、ソーシャル

ディスタンス、手指の洗浄・消毒などをしなけれ

ばならない普段の生活はもちろんのこと、我々の

仕事、そしてロータリー活動も今でも制限された

中で開催されておりますが自粛で開催されないな

ど、新しい形での活動を余儀なくされているのが

現状です。これは、２５７０地区、そして第２グ

ループ内の各ロータリークラブにおいても例外で

はないと思います。 

そんな中、第２グループのガバナー補佐として

常にその変化に対応するべくご尽力頂き、ご苦労

されておられる勝瀬ガバナー補佐に、本日卓話に

おきまして「ロータリーに思うこと」をテーマに 



 

お話頂き、合わせて地区の動きや第２グループの

各クラブの動向などを交えてお話頂きたいと思い

ます。勝瀬ガバナー補佐、改めて宜しくお願い申

し上げます。 

最後に、二転三転してご案内に大変苦慮してお

ります１１月３日に行われる地区大会についてで

すが、前回の例会でも出席のお願いをさせて頂き

ましたが改めて本日回覧にて参加者を募集させて

頂きたいと思います。皆様の振るってのご参加お

待ちしております。 

それでは、本日も最後までよろしくお願い申し

上げます。 

 

１、地区事務所より３件受信 

１) 「地区大会」参加依頼（再度） 

  地区あと1か月に迫りました。何かございま 

  したらご連絡ください。 

★小高章（川越ＲＣ）地区大会実行委員長   

  電話 ０９０－１４５７－９７６０ 

 ２）地区大会記念ゴルフコンペ組合せ表 

 ３）９月末出席報告依頼 

１、勝瀬ガバナー補佐より２件受信 

１）「地区大会」の出席要請 

 ・感染症対策をしっかり取り１，６００名の受入  

    が可能になりました。 

    どうぞ奮ってご参加下さい。 

日時：１１月３日（火・祝） 受付：１２時  

場所：ウェスタ川越大ホール 

講演：講演者 三浦雄一郎氏 

★資料：①埼玉県におけるイベントの取扱 

     ②プログラム９/１８付訂正版 

２）地区大会の注意点 

幹事報告 幹事 神谷 億文  

 

１、第２グループ第３回会長幹事会開催の案内 

  日時：１０月２２日（木） 点鐘：１８時～２０時   

   場所：ベルセゾン 

 米山記念奨学会     委員長 萩原 勇 

 ロータリー米山記念奨学事業２０２０年度版豆

辞典を配布します。時節柄ご無理は申し上げられ

ませんが会員の皆様の善意の寄付金をお願い申し

上げます。米山寄付金：１０，０００円（希望） 

委員会報告 

 

会員誕生月：鈴木明子・金子幸男・神谷稔 各会員 

夫人誕生月：増渕和夫会員夫人 

結婚記念月：石原勇介・金子幸男 各会員 

お誕生月おめでとうございます 

今月のお祝い 

 親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

スマイル報告 



 
しかし２～３月以降、新型コロナウイルスのパン

デミック（世界流行）により全ての分野において

想像もしなかった新たな課題に直面しています。 

 当然ながら国際ロータリー第２５７０地区において

も、３月に新年度の会長幹事の研修（PETS.3/15）

を、相原ガバナーのコロナ対策に考慮した方法で

開催されましたが、それ以降緊急事態法が発令さ

れ、地区協議会など全ての行事が中止に追い込ま

れてしまいました。また各クラブにおいても例会

開催もままならぬ状況が続き、ロータリアンの中

にも、次第にロータリー活動に対して意識が希薄

になってきていることをガバナーは大変危惧され

ています。  

 そして、４/２０，２１にＲＩの理事会が開催され、

世界中のロータリー活動での各種委員会、研修会

をはじめクラブ例会などは、２０２０年１２末までオ

ンラインで行うよう要請決定が下されました。 

 一方３月以降、ＲＩ第２５７０地区のガバナー補

佐会議は、全てＷｅｂ会議で行われるようになって

きたのです。そして第２Ｇも、緊急時の対応策を

考えて６月に私をホストとして、会長会議をWeb

上で行ってきました。私自身もWeb会議は初めて

の経験でしたが、若い方々に教わりながら始めて

見ますと、様々な良い点も分かってきました。 

 具体的には人の話を集中して聞くようになり、

スピーカー（話し手）が主役でクローズアップさ

れ会話を楽しんでいますが、何といってもコロナ

禍出の危険回避と出かけなくてよいため、時間省

略に繋がる効果は非常に大きいと思います。  

 更にＲＩでは逆に新型コロナウイルスに対応し、

オンライン例会を推奨しており（日本では反対者

も多く未だ少ないが）、他の国や地域のロータ

リークラブのゲストスピーカーをオンラインで招

くなど、多様な可能性の提案がなされています。 

 そして将来のロータリーの在り方を考えるなら

ば、今後の新入会員候補者はＩＴ化時代の申し子

（ＳＮＳなどを駆使してオンライン化は日常的行為）で

あることを考えると、オンライン化は今後ロータ

リー活動の面から避けて通れないと思います。 

 そして、１１/３にウエスタ川越で開催されます

ＲＩ第２５７０地区の地区大会は、午前は地区役員

とクラブ会長幹事、午後は自由参加になります。 

 

小泉 哲也会員 勝瀬ガバナー補佐ようこそ新座

ロータリークラブへ！本日卓話よろしくお願い申

し上げます。先日息子が県大会で優勝しました。 

神谷 億文会員 勝瀬ガバナー補佐ようこそ新座

ロータリークラブへ！ご指導宜しくお願いします 

大塚 誠一会員 長い間休ませて頂きご迷惑かけ

ました。（リュウマチの初期でした） 

岡野 元昭会員 ガバナー補佐ようこそ 

森田 輝雄会員 勝瀬ガバナー補佐ようこそ新座

ロータリークラブへ！宜しくお願いします。 

石原 勇介会員 勝瀬ガバナー補佐ようこそお越

し下さいました。ご指導お願い申し上げます。 

陣野壮太郎会員 勝瀬ガバナー補佐ようこそお越

し下さいました。今期２５７０地区と相原ガバナー

そして第２グループをお支え頂き心より感謝申し

上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

松岡 昌宏会員 勝瀬ガバナー補佐ようこそ新座

ロータリークラブにいらっしゃいました。 

鈴木 明子会員 勝瀬ガバナー補佐ようこそ新座

ロータリークラブへ‼ 

神谷  稔 会員・宮川 勝平会員・増渕 和夫会員

岡本比呂志会員・萩原  勇  会員・大塚 雄造会員 

神谷 浩一会員・龍山 利道会員 

『勝瀬ガバナー補佐ようこそ新座クラブへお越し

下さいました。ご指導宜しくお願い致します』 

卓話  「ロータリーに思うこと」 

 

【コロナ禍でのロータリー活動の在り方】 

 2020－2021年度、第２グループのガバナー補佐

を務めさせて頂くことになりました朝霞キャロッ

トロータリークラブの勝瀬です。 

 第２グループ ガバナー補佐 勝瀬 義仁   



また、参加できない全てのロータリアンに対し、

同時に参加できるよう映像とネット配信で生中継

できるよう検討されているようです。 

 最後に、今回の新型コロナウイルスの感染を、

マイナスイメージで捉えるのではなく、逆に副産

物のレガシー（遺産）として捉え、今後のロータ

リー活動にオンライン化の多様性を積極的に生か

し、新たな可能性と魅力向上に繋げていければと

願っています。 

【第２グループ内の実態認識】 

私のロータリー観 

・ロータリーへの入会動機は、幼いころから建築

という職業を通して社会貢献したいとの思いが

あって、ロータリーの「奉仕の理想」と一致した

からである。 

・ロータリー入会約３２年（当初朝霞ＲＣ,朝霞

キャロット創立１０年後に入会）、大学、学会と

は異なる職業人と出会い、大きな影響を受け自己

研鑽を重ねられてきた。 

・ロータリー創立１１５年、日本ロータリー誕生

１００年間、継続出来てきた背景に、会員相互で

「ロータリーが掲げる奉仕理念」の価値観を共有

してきたからだと思う。 

・しかし現在社会には、多種多様な奉仕団体が存

在する中で、「奉仕の御旗・仲間づくり」を掲げ

ているのみでは、ロータリーの存在魅力とインパ

クトが弱いと考える。 

・そのため近年第２５７０地区で会員・新入会者

数の減少が叫ばれ、その減少理由は様々考えられ

るが、時代環境が大きく変化する中で、ロータリ

リーに対する入会者ニーズへの対応や、ロータ

リー魅力ＰＲの不足などが大きく起因しているの

ではないかと思う。 

新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

１１月のプログラム  委員長 松岡 昌宏 

12日（木） 通常例会 「R財団月間」 に因んで 

19日（木） 通常例会 イニシェーションスピー

 

第２グループの実態と今後の在り方 

（グループ内の最大課題） 

・第２Ｇの会員減少傾向は著しく、一昨年８クラ

ブから７クラブと減り、更に会員数は３クラブが

１０名以下、２クラブが２５名前後、そして２ク

ラブが４０～４５名で何とか面目を保っているの

が実態で、クラブのスモール化は顕著で行く末が

案じられる。 

・この実態から、果たして１クラブのみでの活性

化は可能なのか、又はグループ全体の協力の必要

性があるのか、早急に対応策を検討する必要があ

るのではと考える。 

・その対策の一案として奉仕のみでなく、老練で

多様な職業教訓を持つロータリアンと次世代事業

者（入会候補者）にとって関心があるコロナ禍で

の経済活動をテーマに、第２Ｇの（ＩＭ）で「仮

称ＥＸ：事業継承と社会貢献」を取り上げ毎年継

続してはと考える。 

・その上で、ロータリー魅力を訴え会員増強に繋

げられれば幸いであると思う。 

・例えＩＭ開催不可でも、第２Ｇの会長幹事会で

考えた案に大きな意義があるのでは。 

 

 

★ガバナー公式訪問は、１２月３日（木）に決定

致しました。ご協力の程宜しくお願いします。 

クラブからの連絡 


