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国際ロータリー 第２７８０地区

事務所：〒２５３−０１０６　神奈川県高座郡寒川町宮山７番地 サンワビル２F
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例会場：寒川神社参集殿　例会日：毎週 月曜日 １８：３０

会長　井上晋一　　幹事　石腰　亮

会報委員(クラブ管理運営委員会)

山本和好　三澤京子　内野晴雄　菊地良夫　下里宏規　橋本研雄　三留通男

ロータリーは機会の扉を開く

寒川ロータリークラブ

会員数 出席計算会員数 出席会員数 暫定出席率 前々回修正出席率

３０名 ３０名 ２６名 ８６．６７％ ９３．３３％

本日欠席者

出 席 報 告

第 2170 回例会　　2020 年 9月14日（月）　くもり時々晴れ

司　会　　村松副幹事

斉　唱　　寒川ロータリークラブ讃歌｢陽光と夢を｣　　ソングリーダー :三澤クラブ管理運営委員

本日は9/11に行われた会長幹事会の報告をさせて頂き
ます。1.ガバナー補佐訪問及びガバナー公式訪問につい
て･･･補佐訪問完了:綾瀬RC(8/25)･茅ケ崎RC(8/27)･綾瀬
春日RC(9/2)、未了:本日寒川RC･茅ケ崎中央(9/15)･茅ケ崎
湘南(9/23)、公式訪問完了:綾瀬RC(9/8)･茅ケ崎RC(9/
10)、未了:綾瀬春日RC(9/16)･寒川RC(9/28)･茅ケ崎湘南
RC(10/7)･茅ケ崎RC(10/13)　2.連絡事項･･･〇公共イメー
ジ委員会｢エンドポリオキャンペーン及びクラブ社会奉仕
事業の支援｣の件　〇青少年交換帰国報告会の件:9/
5開催。Facebookにてライブ配信(綾瀬春日RC鈴木会長
ご息女が帰国報告をされました。まだ視聴できますので
是非ご覧ください)。今年度の交換留学は中止。次年度は
今年行けなかった9名の内8名がスライドで派遣となりま
す　〇地区大会の件:10/18(日)於:鎌倉芸術館、3時間程
度に短縮して行う。出席者は地区役員･各クラブ会長･幹
事･会長エレクトを予定。登録料については、全員登録で
8,000円。例年と違う為実施費用がどうなるかわからな
いので、一旦徴収して後日清算するとの事です。〇クラブ
管理運営委員長、会員増強・会員維持委員長連名のクラ
ブ活動状況のアンケート依頼(回答済)　〇奉仕プロジェ
クト委員会よりコロナ禍における奉仕活動アンケート依
頼。回答期限:9/30　〇規定審議会立法案(制定案)につ
いて:茅ケ崎RCより2件の提案がありました。内容を皆さ
んにお配りしましたが、本日この場で賛否を取りたいと
思います。ご協力をお願いします。｢地区の境界の廃止と
変更に関する規定を改正する件｣：賛成20、｢理事会の会
合の規を改定する件｣：賛成22。どちらも賛成過半数とな

井上会長の時間

若菜会員、椎野会員、中村会員、山本（哲）会員

りましたので、｢賛成｣としてクラブの意思を投票します。

なし例会変更
幹事報告

週報受理 台北士林RC

誕生祝

〇8月：高波美幸様(代理:高波会員)、村松志保子様(代
理:村松会員)、鈴木悦子様(代理:鈴木正秋会員)　〇9月
：入澤会員、磯川和子様(代理:磯川会員)、石腰明美様(
代理:石腰会員)

●ガバナー事務所
～ RIよりニュースレター｢アフリカ地域の野生型ポリオ根
　絶認定について｣（メール/FAXにて全会員に配信済）
～第49回ロータリー研究会第2部オープン･フォーラム開
　催の件｛11/25(水)20:00 ～　今回はZoomによるりオ
　ンライン･ミーティングため第2部からRC会長とロー 
　ターアクトクラブ会長も参加できることとなりました}

その他受理



　（会長参加予定）
●さむかわ国際交流協会
～2020高校生による英語スピーチ大会中止のお知らせ
　｛コロナ禍により今年度は中止｝
●寒川神社
～第53回写真展･菊花展協賛依頼（例年通り各5,000円
　協賛）
●タウンニュース社
～タウンニュース9/11号

クラブ協議会　　司会：井上会長
ガバナー公式訪問2週間前ガバナー補佐訪問
｢笠間治一郎ガバナー補佐をお迎えして｣
本日、初めてのオンラインによるガバナー補佐訪問とな
ります。何かと聞きづらい点があるかと思いますが、ど
うぞよろしくお願いいたします。まず自己紹介を。本年
度ガバナー補佐を務めます綾瀬春日RCの笠間です。職
業分類は幼稚園、ロータリー入会は2008年で、その後
寒川クラブの秋本さんと同期に幹事を務め、会長を務
めたのは椎野さんと同期になります。その後地区を少
し回らせていただき、今年度ガバナー補佐を仰せつかり
ました。では早速資料をご覧ください。

ゴルフ同好会　椎谷会長
9/2-3遠征ゴルフに行ってきました。優勝は磯川さんで
す。今後の予定ですが、10/9(金)第247回コンペを太平
洋御殿場CCで行います。また、恒例の6RC親睦ゴルフは
11/20(金)小田急藤沢CCでの開催と決定しました。ここ
3年くらい団体優勝し続けている寒川RCとしては11/13(
金)に下見のゴルフを行うことにしましたので、優勝目指
して、皆さんよろしくお願いします。

◎井上会長・石腰幹事
　本日はガバナー公式訪問前のガバナー補佐訪問がオ
　ンラインで開催されます。笠間ガバナー補佐、そして
　皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
◎石腰幹事
　妻の誕生祝をいただき、ありがとうございました。年
　金受給の年齢となり、嬉しいのか悲しいのかと案じ
　ています。
◎磯川会員
　1.誕生祝、ありがとうございます。70歳を過ぎると嬉
　しいやら淋しいやら、です。
　2.遠征ゴルフにて優勝させていただきました。大変楽
　しいゴルフでした。
◎島村会員
　湘南ベルマーレ女子U-15の入団テストに長女が合格
　し、来春からベルマーレの一員としてサッカーに取り
　組むことになりましたのでスマイルします。
◎高波会員
　コロナ過の大変な状況の中、何とか無事娘がカナダ
　より帰国できましたのでスマイルします。
◎入澤会員
　誕生祝をいただき、ありがとうございます。
◎青木、秋本、石塚、井上(稔)、内野、小澤、金子、菊地、、
清水、下里、鈴木(郁)、鈴木(正)、中野、橋本、林、三澤、三
留、村松、山本(和)、各会員

21７０回スマイルボックス
合計38,000円

同好会報告

委員会報告

回覧
〇国際ソロプチミスト寒川2019年度会報(2年ごとの
　発行)

なし
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ホルガー・クナーク氏
ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルン・ロータリークラブ

2020-21 年度RI 会長

ＲＩ会長テーマ
「ロータリーは機会の扉を開く」

『楽しむための一番の方法は、この協議会や国際大会
のような大勢の会議であれ、奉仕プロジェクトや例会で
あれ、皆が集まること（together）です。集まれば、
より活動的になることができます。ロータリーのビジョン声
明の最初の一語がこの言葉（together）であること
も、驚くことではありません。』

【ロータリービジョンの声明】
『私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、
人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。』
「Together, we see a world where people unite and take action to create lasting 
change — across the globe, in our communities, and in ourselves.」

2020-21年度方針
国際ロータリー第2780地区

ガバナー公式訪問に備えて
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ガバナーご挨拶

今年度ホルガー・クナークRI会長は、『ロータリーは
機会の扉を開く』をテーマに選びました。この数か月
の経験を経て一層、この言葉が意味すること、指し
示す方向、皆さんもお分かりのことと思います。その
扉は無数にあります。そして、その鍵を持っているの
は皆さんです。すでに一つ私たちは新しい扉を開き
ましたね。まだまだたくさんある扉を、また一緒に開き、
その先にある壮大な世界を一緒に体験しましょう。
2020-21年度が、ロータリーにとって、あなたにとって
素敵な未来に向けての入口でありますように。

RID2780 2020-21 年度

国際ロータリー第2780地区
2020-21年度ガバナー
久保田 英男
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ガバナー略歴
2005年9月 鎌倉ロータリークラブ入会
2006年～2008年 地区ローターアクト委員会 委員
2008年～2009年 地区ローターアクト委員会 副委員長
2009年～2010年 鎌倉ロータリークラブ 幹事
2010年～2011年 地区ローターアクト委員会 副委員長
2011年～2012年 地区ローターアクト委員会 委員長
2012年～2013年 地区副幹事
2013年～2014年 地区ロータリー財団補助金推進委員会 委員長
2014年～2015年 鎌倉ロータリークラブ 会長
2015年～2016年 第2グループガバナー補佐

オンツーソウル国際大会委員会 委員
2016年～2017年 地区財団補助金委員会 委員長

地区ロータリー財団100周年委員会 委員
2017年～2018年 地区青少年奉仕委員会 委員長

インター・ローターアクト委員会 委員長
地区危機管理委員会 委員

2018年～2019年 ガバナーノミニー
地区戦略計画委員会 委員 地区危機管理委員会 委員

2019年～2020年 ガバナーエレクト
オンツーホノルル国際大会 委員長
地区戦略計画委員会 委員 地区危機管理委員会 委員
地区立法案検討委員会 委員 姉妹地区委員会 委員
地区 IT 委員会 委員

RID2780 2020-21 年度

国際ロータリー第2780地区
2020-21年度ガバナー
久保田 英男

【生年月日】
昭和 35 年 (1960 年 )11 月 20 日
【職業分類】
菓子製造販売
【会社役職】
株式会社豊島屋 常務取締役ポールハリスフェロー マルチプルフェロー ベネファクター メジャードナー ポールハリスソサエティ

米山功労者 マルチプル

家族 】 妻・ 美登里
亡き父 ・ 叔父 も ロータ
リアン 共 に 鎌倉 RC

1.ＲＩ会長テーマおよび
ビジョン声明・戦略(行動)計画・強調事項の推進

先述の通り2020-21年度のRI会長テーマ『ロータリーは機会の扉を
開く』の意味を考え、それに相応しい活動を期待しています。
「ロータリーのビジョン声明」及び「ロータリーの
戦略的優先事項」「ロータリーの中核的価値
観」の理解と周知をお願い致します。そして、
５年後どのようなクラブになりたいかを自問し
クラブが会員により多くの価値をもたらす方法
を考える為の「クラブ戦略(長期)計画会議」
の実施を推奨いたします。
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RID2780 2020-21 年度

地区目標

2.ＲＩロータリー賞への積極的なチャレンジ

ロータリー賞の各項目は、客観的に自クラブを評価できるように設
計されているので、クラブの強み弱点を把握できる利点があり、積
極的に活用し、クラブの活性化活用してもらいたい。

ロータリー賞は、表彰の為にあるのではなく、目標設定・目標管理にあ
ります。先に推奨した「クラブ戦略(長期)計画会議」を開催し、クラブ
のみんなで目標を設定するのもいいでしょう。目標や目的をクラブ内で
共有することは、必ず結束を一層強くします。
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RID2780 2020-21 年度

地区目標

3.会員増強・会員維持・クラブ拡大

・地区会員数を2021年7月1日時点で、2500人以上に
・女性会員比率の向上
・新クラブ（衛星クラブ等を含む）の拡大

ロータリーは「世界を変える行動人」の集まりで、そこには性差(LGBTQ
も含まれて当然です)は不要だと思っています。同様に「若い会員」もそ
う感じます。不必要な形容詞をつけずクラブにとって必要な人材を迎え
ましょう。
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RID2780 2020-21 年度

地区目標

4.青少年育成の推進

・インターアクト、ローターアクトクラブへの支援および協力の強化。
また、ロータリー賞受賞に向け、指定された項目をクラブで実行するよう奨励する。

・インターアクト、ローターアクトの新クラブ拡大 厳しい状況

・RYLA開催(若い世代のリーダーを育成・発掘) 本年度は実施せず

・青少年交換事業の理解と協力 本年度は実施せず

ロータリーは「同列」「公平」「平等」という立場が明確でありながら、時には若者に
寄り添う「兄姉」「親子」「子弟」であり、若者に対して「尊敬」「感謝」を臆すことな
く表します。多感な世代の若者にあっては、この距離感での関係とそこで得る経験
は、将来において大きな財産になります。
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RID2780 2020-21 年度

地区目標

5.クラブの戦略(長期)ビジョン策定の推進

戦略計画を基礎として、各クラブでは、今後５年間程度の中期ビ
ジョンを策定しクラブの将来のあるべき姿を描き、その実現に向けて
の行動計画を立てていただきたい。その為に、戦略計画委員会また
は長期計画委員会等の委員会を立ち上げ、またはより活発に活動
して頂きたい。

単年度ではなく、長期的な計画も必要です。そして、それは、大き過ぎず、抽象
的ではなく、誰もイメージできることが重要だと思います。
一方、小さな成功の積み重ねが大きな目標の達成につながります。未来の成
功の為に、今年度はただ準備をするだけ、計画を立てるだけでは不十分です。今
年度、何を行い、それをどのように実現するか、も考え実行して下さい。
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地区目標
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