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第２５７３回例会 ２０２０年１０月１５日
歓迎!!中里ガバナー 公式訪問

会長あいさつ

折原会長

本日の私のテーマは「運命」です。今
年度最初の会長の時間にも申しました
が、 杉戸 RC は昭和 46 年 3 月 30 日
創立、同年 5 月 3 日に認証されました。
私はその間の昭和 46 年 4 月 13 日に
生まれました。今年度 50 周年を迎える節目の年に会
長になったことは、運命だと感じています。
また、今年度に中里ガバナーが公式訪問で杉戸に

点鐘
四つのテスト唱和
お客様紹介

折原（正）会長

お越しくださったことも運命だと感じています。中里ガ

中川職業奉仕委員長

バナーは、関口ガバナーのときに地区副幹事として何
度もこの杉戸を訪れたと聞いています。何度も杉戸に

第 2770 地区ガバナー 中川公造様

来たことがある歴代ガバナーは他にいるでしょうか。運

第 6 グループガバナー補佐 菊池圀光様

命ですよね、今日は是非とも杉戸を第二の故郷と思っ

地区副幹事 国武 充様

て頂いてあえて「お帰りなさい！」と言わせて頂きます

新入会員入会式

（笑）。そして、菊池 G 補佐、国武副幹事、本日はあり
がとうございます。有意義な時間になりますよう務めさ
せて頂きますので宜しくお願い致します。最後に本日
公式訪問に会場、ZOOM で参加をして下さった会員の
皆様にも感謝を申し上げます。

幹事報告


野口（美）幹事

ガバナー事務所より、世界ポリオデーにおける募
金イベントのお願いが届いております。世界ポリ





三井住友信託銀行杉戸支店長 木村泰一郎会員

オデーの直近の例会でのニコニコをポリオの募金

引き継ぎで入会させて頂きます。早く地域や皆様の

として、また同様に世界ポリオデーの直近の例会

お役に立てるよう努めたいと思いますので宜しくお願

での食事を節食例会という形でにと差額を募金し

い致します

てくださという内容です。

東武観光(株)杉戸営業所長の渡辺圭一会員
ロータリーが大好きだった下津谷の代わりに皆様の
仲間に入れさせて頂くことになりました。どうぞよろし
くお願い致します。

✽木村会員 渡辺会員、入会おめでとうございます✽
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

卓話

第 2770 地区ガバナー 中川公造様

今年度 RI テーマは

2020-21 年度 2770 地区ガバナー

「ロータリーは機会の扉

を務めています、川口モーニングロー

を開く」です。そして地区

タリークラブの中里でございます。例

運営方針は「新たな機会

年より 2 ヶ月ほど遅れることになりま

へのチャレンジで、クラ

したが、9 月より今年度の公式訪問

ブに活力を」です。皆さ

が地区の慣例に従いまして、小林直

んで工夫をし、コロナ終息後のロータリー活動のため

前ガバナーの所属クラブである越谷北クラブさんより

にも、新たな機会への扉を開くチャレンジを忘れず、こ

スタートいたしました。

の難局を乗り切りましょう。

ホルガークナーク RI 会長は今年度を迎えるにあた

例会出席もメーク・アップも、クラブごとに柔軟性を持

り、コロナ禍の中、新しい日常（ニューノーマル）に向け

って対応してください。時にはロータリークラブ定款の

て「全てのクラブがオンラインの例会を実施できる体制

例外規定を有効に活用してください。但し、決してコロ

を整えてください」そしてガバナーとして支援してくださ

ナを油断することなく、ロータリアン各自の健康を第一

い。また、RI の最高経営責任者（CEO）であるジョン・ヒ

に行動してください。

ューコ事務総長からは「オンラインの例会・顔を合わせ

2020-21 年度 RI テーマ「ロータリーは機会の扉を開

る例会、それらをかけ合わせたハイブリッド例会」その

く」です。機会の扉は無限に存在します。どの機会の扉

いずれもが今後のロータリーでは必然となるでしょうと

を開くかはクラブそして皆さん次第です。よりインパクト

のメッセージがございました。

のある機械の扉を開きましょう。

そしてお二人とも、「ロータリーは今、変革の時で

オルガークナーク国際ロータリー会長は、数字を揚

す。その一例として例会の形態も時代や社会情勢の

げて成長を求めるようなことはしません。その理由はご

変化とともに変わっていきます」と述べられています。

く単純で、これまで数字を掲げて成長を求めるたびに

私はガバナーの立場と

失敗に終わってきたからです。皆さんには、数字にこだ

して、お二人の言葉を受

わる代わりに有機的かつ持続可能な形で、如何にして

けて 7 月 3 日付で、地区

ロータリーを成長させることが出来るか考えてください。

内全てのクラブがオンライ

そして、いかに現会員を維持し、クラブに相応しい新会

ンの例会を実施できるよ

員を募れるかを大真面目に考えてくださいと・・・。

う準備してください、とのメッセージを配信させていただ

地区運営方針

きました。振り返ってみますと、新型コロナの影響で、

（中里ガバナー「地

今年の 3 月から 6 月初旬までは、地区内ほぼ全ての

区運営方針」）新た

クラブの例会は休会でございました。今後仮に同じよう

な機会へのチャレ

な状況になったとしても、オンライン例会を実施できる

ンジでクラブに活力

体制を整えておくことにより、休会にしないことも可能

を 、というク ラブの

になります。2016 年の規定審議会の決定により、通常

継続事業を見直

の例会とオンラインの例会の垣根がなくなりました。コ

し、必ず新規事業を実施してください。次の、地区クラ

ロナ終息後も通常の顔を合わせる例会、そしてオンラ

ブチャレンジ目標を目指してください。クラブ訪問時や

インでの例会、そのどちらを選ぶかの選択肢はクラブ

会長幹事会で、増強に関する話を必ず入れてほしい。

にあるということでございます。

脱会防止、会員維持について会長幹事さんと連携を取

今年度は、ロータリーに於いても今までにない試練

っていきましょう。ロータリアンがリーダーシップを発揮

の時です。しかし、ロータリーは 115 年の歴史の中で、

する機会を作り、奉仕の理念を行動に移し、支援を必

その時代時代の変化にしっかり対応してきたからこ

要としている人々の生活が向上する活動をしていきま

そ、今のロータリーがあります。

しょう。

10/15 開催 ZOOM 報告
本日の ZOOM はガバナーの卓話資料（PP）を画面共
有せず別カメラで撮影し ZOOM 配信しました。会場の前

武井会員： 久しぶりの例会場参加です。皆様お元気で何よ
りです。

方後方でプロジェクターとパソコン 2 セットを使いハイブリ

矢島会員： 中里ガバナーようこそ本日は宜しくお願いします。

ッド型にしました。和泉屋のエリアも Wi-Fi 電波が弱く、画

古川会員： 中里ガバナー様本日はありがとうございました。

面共有は通信ストレスになると判断して通信を安定させ

田中（昌）会員： 中里ガバナー本日は宜しくお願い致します。

ることを優先しました。前方でメイン操作をしてくださった

仁部会員： 第 6G ガバナー補佐、菊池様ようこそ！台風に

イッセンさん、後方の馬場会員ありがとうございました。

よる被害が起きない事を願います。

大作（貴）会員： 中里ガバナー、菊池ガバナー補佐、国武
地区副幹事、本日は当クラブにお越し頂き有難うござい
ます。

大作（忠）会員： 中里ガバナー公式訪問ありがとうございま
す。お会いするのは、ブライダルサポーター以来です。

渡辺（良）会員： ガバナー様、遠いところおいで下さいまし
てありがとうございます。

出席・スマイル報告

仁部会員
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0

（12）

93.18%

折原（正）会長： 中里ガバナー、本日はありがとうございま
した。中里ガバナー年度に杉戸 RC50 周年運命です。

野口（美）会員： 中里ガバナー、菊池ガバナー補佐、国武
地区副幹事ようこそ。本日はよろしくお願い致します。

真中会員： 明日は結婚記念日です。綾小路きみまろじゃ

田中（啓）会員： 中里ガバナーようこそ杉戸 RC へ。武井鶏
園 50 周年おめでとうございます。

大作（忠）会員： ZOOM 参加は 2 回目ですが、もっとスムー
ズに入れるように頑張ります。

新井会員： ガバナーようこそ。本日宜しくお願い致します。
永々コロナ感染の怖れのため休ませて頂きました。

仁部会員： 中里ガバナーようこそ。今後とも宜しくお願いし
ます。

ないけど、あれから 54 年、昔は若かった。目が合うだけで

中川会員： 中里ガバナー公式訪問ありがとうございます。

燃えていました。昔に戻りたい。

野口（久）会員：中野会員：長岡会員：渡辺（孝）会員：

栗原会員： 中里ガバナー、菊池補佐ありがとうございまし

宮田会員：馬場会員：井上会員：落合（優）会員： 中里ガ

た。国武さんが副幹事なんてすごいですね。今日は片づ

バナーようこそ。

け終わったら飲みに帰ってきます。宜しくお願いします。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

関口会員： 中里ガバナー本日はようこそ。
渋谷会員： 中里ガバナー本日はありがとうございました。
細井会員： ガバナーようこそ杉戸へ、ありがとうございます。

３６，０００円
２９６，０００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

クラブ協議会(13:50～15:30)

各委員長より上半期実績報告と今後の予定を発表、中里ガバナーより委員会ごと丁寧にご指導を頂きました。

