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Isehara Rotary Club
International Rotary District 2780th/Group#7

2020-2021 年度

第 2694 回例会
令和 3 年 3 月 24 日 (水) 晴れ

RI 会長／ホルガー・クナーク
地区ガバナー／久保田 英男（鎌倉 RC）
会長／築城 忠生
幹事／天野 耕一郎
会報委員長／田村 貴寿

会長挨拶

ハイブリッド例会
点鐘

築城 忠生 会長

ロータリーソング

中止
四つのテスト 堀口雅巳会員

司会

天野 耕一郎 幹事

今後の予定
2020-2021 年度／築城 忠生会長
前回に引続きハイブリッド例会にご参加頂き、ありがと
うございます。
今回は田中会長エレクトの PETS 報告ということで、メ
イン会場には田村副幹事、来年の会長エレクトの東さん
と私の 4 人が居ます。また、照國さんの別会場には前回
同様濱田さん、吉川さん、佐伯さん、荒巻さんにご参加頂
いております。この会場は小さなテレビ局のようでカメ
ラやマイクが前にあり、少々緊張します。
いよいよ春本番です。桜も咲き始め、春めいた感じがし
ます。普段出かける時には、なるべく歩いて行くように
していたのですが、コロナ禍で出かける機会も減ったた
め、体力的にも落ちた感じがしたので、聖峰に何度か登
って来ました。上から見ると、左側には房総半島、茨城
県、右を見ると相模湾に大島と都島、新島、神津島の３島
が重なって見えます。伊勢原は本当に良い所だと実感し
ました。緊急事態宣言はあけましたが、まだまだ世の中
の緊張感は変わらない気がします。最近は変異株も出て
いますので、会員の皆様にはお気を付け頂きたいと思い
ます。
今月秦野 RC が創立 60 周年を迎えました。3/14 には当
クラブからもお祝いに行く予定でしたが式典が行われな
いとのことなので、キャンセルとなりました。秦野 RC か
らは記念品が送られて来ました。中身は記念誌とメモ帳、
ピーナツサブレです。近々に皆様にお配りします。秦野
RC さんには何らかの形で当クラブからメッセージを送
らせて頂きたいと思います。
第７G は IM を 5 月の連休明けにオンラインで行う予定
です。内容は未定ですが、オンライン化を行って行こう
ということです。最後に残念なお知らせですが、村山会
員が 3 月で退会されます。また戻ってくるとのメッセー
ジも頂いていますので、またお会いできる日を皆さんで
楽しみにしていてください。
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休会
ハイブリッド例会
休会
ハイブリッド例会
休会

幹事報告
★ガバナー事務所より
・地区研修・協議会 開催のお知らせが配信されております。
オンラインによる開催
[全体会議]
2021 年 4 月 18 日(日) 午後 1 時～午後 3 時 第 1 相澤ビル 8 階
ガバナーと一部地区スタッフによるライブ配信形式
[テレワーク研修]
指定された役職の方はラーニングセンターコースから役職毎
指名したコースを受講
詳細は 4 月上旬
・危機管理発動事案のご報告とクラブ及び全会員へのお願いが配
信されております。

スマイル報告

礒﨑貴史／スマイル委員長

築城忠生君、田中徹君、東学君、濱田勝彌君、吉川昌男君、
佐伯崇興君、荒巻哲朗君、松下孝君、飯田隆三君、熊谷勝利君

出席報告
会員数

堀口雅巳／出席副委員長

出席計算に用いた数

52

50

出席者数

21
MAKE UP

[事前 MUP]
東 学君→地区地区クラブ管理運営委員会

委員会報告
ございません。

出席率(％)

42

前々回修正出席率(％)

なし

田中徹会長エレクト／PETS 報告
3/13 に PETS 報告がオンラインで行われました。まず、PETS という言葉について説明します。
ロータリー用語で、President Elect Training Seminar の頭文字で次期会長になるための必須研修
のことを言い、これを受けないと会長にはなれないと言うことです。それでは PET 報告をいたします。
■久保田ガバナーご挨拶
今回はコロナ禍でズームを使用して開催。今後この状況下では例会の在り方も工夫が必要で、ハイブリッド例会が主流に
なると思う。
■PETS オンライン参加 特別講演 シェカール・メータ RI 会長エレクト
2021-2022 年度のテーマ
「SERVE TO CHANGE LIVES」奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
超我の奉仕を人生の指標としているメータ会長エレクトが掲げた今期のテーマである
・優先活動項目
1. 会員の増強 会員一人が一人の新会員を入会させる EACH ONE BRING ONE の実行
2. 女子のエンパワメントに焦点を当てる
多様性・公平さ・開放性を責務とするロータリアンがその改善に立ち上がる
3. ロータリー奉仕デーの実施 DO MORE GROW MORE
より多くの同じ理念を持つロータリアンを増やすために世界各地で会長主催会議の開催と、一般市民の参加を促す
ためのロータリー奉仕デーを実施する
4. ポリオの完全根絶 BIG DREAM
引続き完全根絶に向けてキャンペーンと寄付活動を継続
5. ロータリーの新たな重点分野として「環境保全」を追加
■田島ガバナーエレクト 2021-2022 年度地区方針・優先項目
・ポリオ根絶と会員増強
地区行動目標として「地区ビジョンの実現」を目指す
1. 地域社会の変化とニーズを捉える。
クラブ・フューチャービジョン会議の開催、柔軟性のあるクラブ運営、デジタル化
2.地域社会にインパクトを
ポリオの根絶に関連する活動、会員増強、女性比率 15％以上
3. 多様な人々と出会いをつなぐ
ローター・インターアクトの拡大、将来のリーダーの発掘・育成
4. 積極的に行動する
従来の IM をロータリー奉仕デーに変える。1 クラブ 1 奉仕事業。会長賞への挑戦
・数値目標
EACH ONE, BRING ONE の推進、女性会員比率 15％等
■基調講演 地区ビジョンと行動計画 相澤パストガバナー
■所感
メータ会長エレクトの講演は英語で同時通訳がないため、よくわからなかった。6 地区から一人ずつ質問等を行い、質問
者には同時通訳が入っていたので、回答が分かったらしいが、我々は聞くことができなかった。後日同時通訳付きのデー
タが届いた。
今回はリモートで開催でしたが、事前に送付された資料が乏しく、講義中はメモを取るのが大変でした。後日送付して頂
きましたが、重要なところは事前に資料が欲しいと思いました。

Isehara Rotary Club
〒259-1311 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内
TEL：0463-92-5777／FAX：0463-95-5313
E-MAIL：rc1isehara@gmail.com
（事務局勤務時間／月・火・水／10：00～17：00）

【例会場】和膳 照國 伊勢原市東大竹 937-1
TEL：0463-92-1919
【例会日】毎週水曜日 12：30～13：30
（食事は 12：00 より準備いたしております）

