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第２５５７回例会 ２０２０年６月２５日 休会
長期休会による特別号です!!
会長あいさつ

戸賀崎会長

PP スライドを使って、今年度 1 年間を振り返りました。

青少年交換「見送り」と「お帰り」が成田空港でありました。

夏は、ポリオデーなどたくさんのイベントがありました。

「10 月 24 日世界ポリオデー」この日のために、募金活動
をしてきました。ご協力ありがとうございました。
例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

皆様、こんにちは。本日、リモートと例会場での最終例

返しさせて頂く所存です。

会を終える事が出来ました。ご参加頂きまして、ありがと
うございました。

そして栗原幹事、支えて下さってありがとうございまし
た。きっと伺っても教えて頂けないと思いますが、見えな

さて、今年度は、新型コロナの出現で様々な事が変化

い所で黒子として動いていただいていた事は私の想像で

しました。こんなに新型コロナの影響が大きくなるなんて

きないほどあると思います。もう一度、会員の皆様へ心か

想像していませんでした。友好＆姉妹クラブの周年行事

らの感謝を申し上げさせていただきます。一年間、支えて

が無くなり、親睦旅行も出来ず、ハワイの国際大会もリモ

頂きありがとうございました。私にとってかけがえのない

ートに。顔を合わせての例会が出来無くなった時期もあり

一年となりました。そして最後にユーモアたっぷりの素敵

ました。最終例会も皆が同じ席に着き、思い出を肴に大

な大先輩、下津谷会員のご冥福を心よりお祈り申し上げ

いに語る事も今年度は断念しました。昨年のスタート時に

ます。

は、まさかリモートで例会を行うなど思いも寄りませんで

地区報告

した。通常例会が開催できるという事は、どれだけ有難い



知らせが届いております。

事なのだとつくづく思いました。
今、社会は新しい様式に変化をし始めています。街中



2020-21 年度の各部門セミナーは、全てオンライ
ン（ZOOM）で開催されます。

でのマスクも季節を問わずエチケットになり、ファッション
となって来ています。ニュースでも海外でのマスク姿は普

上半期地区分担金納入時期の延長（9 月末）のお



杉戸 RC では、ZOOM アプリを有料契約いたしまし

通となりました。コロナが騒がれ始めた時にはマスクをし

た。これにより、今までの 40 分という時間制限が

た東洋人が暴行を受ける事件もありました。ロータリーも

なくなります。（注意：URL が変更になります）

変化の時期なのかもしれません。今までの普通が普通で
なくなる時代になった今、それに対応する事が必要な時
期に来ているのでしょう。

幹事報告

栗原幹事

幹事として最後の文章となりました。私は「必然」とい
う言葉が好きです。良いことがあれば、大いに納得し、

私は数日前から写真の整理をしながら一年を振り返っ

悪いことがあれば「そうだよな」と納得できる考えだか

ています。いろいろな事はありましたが写真を見ていたら

らです。戸賀崎会長の幹事になったことは必然であっ

笑顔になりました。それは、幸いにもコロナの被害者が出

たと今、感じています。もうすでに会長は忘れていると

ず、写真の中の皆様の笑顔が今も変わらずに見る事が

思いますが、年度当初からの青少年交換についての

出来るからに違いありません。

理事会での採決をひっくり返した強硬姿勢にはびっくり

「そこには、愛があるんか？」という CM があります。コ

しましたが、そのお陰で次年度への確かな引継ぎとい

ロナと共存するには、“愛”がキーワードだそうです。他人

う課題もできました。そうなんです。問題が勃発すれば

を思いやる心です。杉戸ロータリークラブには”愛“があり

必ず解決策を考えるので、クラブは良くなるんです。

ます。私はロータリーにおける”愛“、”友愛“を会員の皆

会長は「一年限定の王様」ですが、聞き入れること

様より教えて頂けました。それが「人の為になるなら」「ク

のない意見も多々ありました。でも私は嬉しく思うこと

ラブの為になるなら」と意見を尊重して頂けました。同時

が多かったと思います。地区に 10 年以上でています

に色々なご意見も頂戴できました。皆様には、多くの事業

が、自分の意見すら言わないもたない人が昨今多いで

にご家族も含めてご参加いただけました。加えてご自分

す。「叩かれたくない」「人に批判されたくない」「誰から

の生業を通じて多大なるご協力も頂きました。大先輩も”

も良く思われたい」とロータリアンではない人たちが増

今までは“という言葉をグッと飲み込み柔軟に受け止めて

殖しています。誰からもよく思われることなんかありえ

頂けました。新しい例会の形式にも積極的にご参加頂き

ないです。もしそうならそれは「どうでもいいひと」では

ました。まだまだ沢山ありますが、すべて皆様の”愛“から

ないでしょうか。何度か会長と意見の対立はありました

だと思わせて頂いています。ロータリアンとしての経験も

が前に進んだと思います。

浅く未熟な私を暖かく見守り、育てて頂き感謝しかありま

そしてこのコロナ。私は悩みました。穂刈さんに事務

せん。これからのロータリーライフで皆様からのご恩をお

局としての考えも聞きました。そして失礼ながら、関口

さん、矢島さんに考えをぶつけさせて頂きました。まず

幹事の役割は、すべての会合の総責任者であると

一番に思ったことが、ロータリーは不連続の連続であ

私は思っています。決して表にでることのない。よって、

ること。単年度制だが、そこは前年度、そして次年度の

最初に記した「必然」ということを感じています。

協力あっての連続である。よって折原年度に引き継ぐ

次年度は折原正昭会長、野口美津夫幹事です。二

のに、一番やってはいけないことはなんだ？それは

人のスポンサーは私です。30 代、青年会議所時代何

「退会者がでる」ということです。ではどうすれば退会者

度も怒鳴りちらし、幾度となく追い込みました。そして朝

をでないようにできるのか？一つの側面としてだけここ

方まで議論した二人です。強い「仲間」だと私は思って

では記しますが、コロナ不況対策だけはやろうと。

います。「仲間」とは知り合って知人、語り合って友人、

お店を開いても自粛で客がこない。家を貸していて
も家賃が入ってこない。そんな状態でロータリーを続け
るのはどうなのか。1 年間にかかる一人当たりの経費、

助け合って「仲間」であります。泣き言も一切聞いたこ
とがありません。
人はリスクをとって生きなければ「ボォー」っとした人

そして寄付も含め何度も計算しました。おかげ様で当

になってしまいます。ある程度のストレスがガソリンで

クラブには家賃がない。ならば、3 月から休会にするこ

はないでしょうか。ピンチはチャンスです。野口幹事も

とで削減できるお金を利用しよう。苦肉の策でした。正

入会して 1 年ですが、年度が始まれば「知らない」なん

直理事会で賛成してもらえるかどうか不安でした。

ていう言い訳など一切しないと思います(苦笑)。今必死

二つ目としてクラブとしての存在価値をきちんと明示

で勉強していることでしょう。是非次年度も皆さまのご

すること。会員にクラブに居る意味をほんの少しでも理

協力宜しくお願いします。そして今年一年ありがとうご

解していただきたい。「何かをしないと」ということで、関

ざいました。

口さんが動いていただき、地区からマスク 15,000 枚を

6/25 開催 ZOOM 報告

購入。会員の皆様には申しわけないですが、会長専決

本日 は ZOOM の

事項として行いました。そして町に 10,000 枚を寄贈。会

「画像を共有する」機

長と相談し、残りを会員と米山学生、青少年交換候補

能を使い、PP スライド

生、そして例会場である埼玉縣信用金庫に配布させて

を使ったテスト例会を

頂きました。会えなかった会員には置き配をしてしまい

行いました。地区では

ましたが、ほとんどの会員の家族とお会いすることが

次年度部門セミナー

できました。そこでもいろんなことを聞くことができまし

を対面ではなく ZOOM で行うことを先日発表しましたが、

た。

本日はそのシミュレーションとなりました。

そして三つ目として顔の見える活動をいち早く再開

コロナウイルス拡大防止策として、しばらくは世界的に

すること。私は 3 月に受け持っていた仕事を途中で放

このようなリモート会合が続くと思います。ZOOM を使う方

り出し退社させてしまった社員に対し、何故そうなった

と ZOOM を使わない方が同じように例会に出席できるよ

のかを検証しました。やはりコミュニケーション不足が

う今後もこのような形で例会を行っていく予定です。

招いたことが一番の要因でした。「会わない」「話をしな

7 回にわたり ZOOM テスト例会を行いましたが、新しい

い」ということで、心が離れていくんですね。危機感を

試みに対し寛容をもって協力して頂きありがとうございま

感じました。

した。会員の皆様に感謝申し上げます。

杉戸ロータリークラブとして例会が開催できない今、
毎週 週報出 すだ けでは弱 い 。 TV 会議 と言わ れる
ZOOM を利用し、少しでも顔の見える交流をいち早く始
めること。ただそれをするには ZOOM の安全性を確か
めること。3 月の段階では安全性の良否が言われてい
ました。ロータリー日本事務局に何度も連絡し、推奨し
ていくツールとして ZOOM を選択しました。

7 月からクラブで使用する ZOOM の URL（ネット上の住所）が変わります
今までは、個人の無料アプリでテスト例会を開催していましたが、地区で本格的に ZOOM を使用する
ことになりましたので、杉戸 RC で新たに ZOOM の有料契約をしました。
杉戸ロータリークラブ専用の URL

https://zoom.us/j/4318089021?pwd=MHN0a3JIaktvT0x3Rnk3aGJxelpmQT09
ミーティング ID: 431 808 9021 （住所・部屋番号のようなもの）
パスワード: 1234
（鍵のようなもの）
上記の URL は、ID とパスワードが暗号化されたものです。
ショートメールに送られた URL から ZOOM に入る場合は、今まで通りパスワードを入れずにそのまま
ミーティングルームに入れます。
ラインに送られた URL から ZOOM に入る場合は、ミーティング ID 入力の画面が出るので、
「431 808 9021」 の 10 桁の数字を入力してください。
次に、パスワードの画面が出たら、「1234」の 4 桁の数字を入力してください。
操作については、例会の前や後で何度でも練習できますので、是非お試しください
（ロータリーの友 5/6 合併号より P.22）

