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ガバナー就任にあたって
ガバナー

野生司 義光
2020−202１年度ガバナーに就任いたします東京小石川
RC の野生司義光（のうすよしみつ）です。最初のガバナー
月信が新型コロナウイルスの話から始まるとは夢にも思い
ませんでした。未曾有の事態が発生して、急速に世界中が
パニックになってしまいました。病気への恐怖の次に待っ
ているのは、経済への破滅的な影響です。私がこの原稿を
書いていますのが、緊急事態宣言の中、皆様の活動が大き
く制限され、家の中で、テレワークで仕事をされている時
だと思います。私は戦争を経験しておりませんが、そのと
き以来のことが、今、世界中で起こっているのだと感じて
おります。
感染収束には、ウイルスに対する抗体が多くの人にでき
て自然消滅するか、今、世界中の研究者が開発に力を注い
でいますワクチンが発明されることです。それを祈るばか
りです。
さて、４月に予定していた PETS および地区研修協議会
に集まっていただくことができなくなり、皆様に直接話を
することが出来ませんでした。会長にはビデオをお配りし

ロータリーは家族を大切にします。皆でロータリーに参加しましょう。

て、今年度の方針をお伝えいたしました。あのビデオの内
容は、今年の１月に行われましたサンディエゴでの国際協
議会の話を中心に、当地区の目標をまとめたものです。
しかしながら、このコロナ禍の中、少し修正をしなけれ
ばなりません。まず、目標の第１の 500 人の会員増強は、5

て欲しいのです。そして、地域に、東京に、沖縄に、日本に、
ロータリーここにありと PR して欲しいのです。それが、
会員増強に繋がると思っております。

年間の中長期計画ですが、今年度はトーンダウンもやむな

また、当地区では、従来型の昼の例会が主力でした。こ

しと思います。ロータリーでは、まずはご自身の会社が第

の状況下では休会が余儀なくされています。また、クラブ

１です。この経済不況が始まらんとしている時に、まずは

理事会も運営がままならないと聞いております。そこで、

退会者を食い止めることです。退会者の出ないクラブとし

例会、理事会もテレビ会議で出席を認めるハイブリット例

ましょう。ロータリーの仲間でお互いに助け合って、この

会、理事会を認めたらどうでしょう。

不況を乗り越えようではありませんか。
第２に、公共イメージの向上ですが、今、コロナ禍の中で、
どのような奉仕活動が出来るのか、考えて欲しいです。ク
ラブで新しい社会奉仕活動を行ってください。よろしくお
願いいたします。
第３にロータリーデーの開催です。新型コロナウイルス
が一段落しましたら、分区ごとにロータリーデーを開催し

特に、ハイブリット例会は出張や入院中で、出席できな
い会員に朗報だと思います。この状況を機会と捉えて、ク
ラブ運営の検討を考えてください。
日本のロータリーができて 100 年、このようなコロナ禍
になるとは思いませんでしたか、皆さんで力を合わせて、
この困難を乗り越えましょう。
今後とも、よろしくお願いいたします。
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国際ロータリー第 2580 地区 13 名のガバナー補佐をご紹介します。
ガバナーと地区内クラブのパイプ役となるガバナー補佐。昨年同様 13 名の方が就任されました。会長、幹事の
皆様はすでに直接連絡を取っていらっしゃると思いますが、任期を通じて各クラブの例会に何度か参加して、
会員の皆様とも交流を深めることになっています。1 年間よろしくお願いいたします。

西岡 孝志 ガバナー補佐
東京紀尾井町ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京、東京神田、東京麹町、東京紀尾井町
東京お茶の水、東京丸の内

中央分区

本多 良美 ガバナー補佐
東京新都心ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京西北、東京新宿、東京四谷
東京新都心、東京ワセダ

加藤 幸男 ガバナー補佐
東京練馬西ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京城北、東京セントラルパーク、東京練馬西、
東京練馬中央、東京御苑

栃木 一夫 ガバナー補佐
東京北ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京北、東京小石川、
東京上野、東京本郷、東京後楽

北分区

加古 博昭 ガバナー補佐
東京池袋ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京池袋、東京板橋、東京池袋西
東京豊島東、東京板橋セントラル

鈴木 憲興 ガバナー補佐
東京王子ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京王子、東京浅草、東京荒川、
東京浅草中央、東京リバーサイド
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金谷 正次 ガバナー補佐
東京東ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京東、東京江東、東京城東、
東京向島、東京ベイ

東分区

廣田 健史 ガバナー補佐
東京向島ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京江北、東京葛飾、東京葛飾東
東京足立、東京葛飾中央

海老沼 孝二 ガバナー補佐
東京江北ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京江戸川、東京東江戸川、東京臨海
東京江戸川中央、東京臨海東、東京臨海西

武蔵野分区

飯村 雅洋 ガバナー補佐
東京武蔵野中央ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京武蔵野、東京小平、東京田無
東京東久留米、東京保谷、東京武蔵野中央

多摩分区

小峰 博昭 ガバナー補佐
東京青梅ロータリークラブ所属
担当クラブ

東京青梅、東京東村山、東京福生、
東京東大和、東京武蔵村山、東京秋川

安里 政晃 ガバナー補佐
沖縄分区

那覇ロータリークラブ所属
担当クラブ

那覇、石垣、コザ、
那覇東、名護、那覇北

西村 眞一 ガバナー補佐
那覇東ロータリークラブ所属
担当クラブ

那覇西、宮古島、宜野湾、
浦添、那覇南
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新型コロナウイルス感染症対応に伴う地区予定変更について
ロータリーもいよいよ新しい年度が始まりました。昨年
度は 2 月 12 日、13 日の那覇での地区大会以降、新型コロナ
ウイルス感染症対策でほとんどの地区行事が中止となり、

じくホテル･ニューオータニです。
3．【中止】北分区インターシティーミーティング。
11 月に開催を予定していましたが、会場のホテルと打ち

また多くのクラブで例会が数ヶ月にわたって休会となるな

合わせた結果、新型コロナウイルス感染症対策のための十

ど、異例の年度となってしまいましたが、年度末から徐々

分なソーシャル・ディスタンスを保ちながら北分区の全ロー

に再開が始まり、新年度となって、各クラブでは新しい様

タリアンを迎えることは難しい、ということで中止となり

式での例会が行われると聞いています。

ました。

しかしながら、今年度も現時点で多くの行事が中止、あ
るいは変更となっています。すでにクラブには連絡が届い

4．【延期】東分区インターシティーミーティング
東分区インターシティーミーティングは、10 月 26 日開催

ているかと思いますが、6 月 15 日までに決定しているもの

予定でしたが、2021 年 3 月 8 日に変更されました。

を念のためお知らせいたします。

5．【中止】インターアクト年次大会

1．【中止】青少年交換プログラム

8 月 6 日、7 日に沖縄分区、那覇商業高校がホスト校、世

当地区では昨年度 10 名の派遣学生を海外に送り、10 名の

話クラブ那覇西ロータリークラブで開催予定でしたが、参

来日学生を迎えていました。さらに 10 名の派遣予定学生の

加するインターアクトクラブ自体が 3 月以降、一切のクラ

研修を行ってきましたが、今般のコロナウイルス感染症の

ブ活動が停止している上に、多くのインターアクター、顧

ために、すべての派遣学生が 3 〜 4 月に帰国し、来日学生

問教師、ロータリアンが東京から沖縄に移動することにな

もほぼ全員が 5 月までに母国への帰国を余儀なくされまし

るため、新型コロナウイルス感染防止の観点から今年度は

た。また今年 8 月に派遣予定だった研修中の学生達も、こ

中止といたしました。インターアクトの年次大会は 3 年に 1

の状況下で派遣は困難との結論になり、出発することがで

回沖縄で開催することが通例となっており、本来今年度は

きなくなってしまいました。

東京での開催でしたが、東京オリンピック開催のため、8 月

これを受けて、当地区の青少年交換委員会では 2020 年 6

上旬に沖縄からインターアクターを迎えての開催が困難、

月に予定されていた派遣予定学生の選考試験を中止し、派

ということで、1 年予定を繰り上げて沖縄で開催することに

遣・受け入れも取りやめて、青少年交換プログラムの 1 年

なったものです。しかし、2020 東京大会がご承知の通り 1

間中止を決定いたしました。なお、派遣予定学生について

年延期となってしまい、年次大会は来年の東京開催も困難

は本人が希望すれば 1 年遅れの 2021 年 8 月の派遣を目指す

となってしまいました。また、沖縄に行くことを楽しみに

ことになっています。なお、引き続き派遣を希望する学生

しているインターアクターを失望させるのも忍びない、と

のスポンサークラブについては今年度も昨年度から引き続

いうことで沖縄開催を 1 年スライドさせることになりまし

いて同じクラブにお願いすることになっていますので、ご

た。開催日は現在のところ未定ですが、2021 年 8 月初旬に

協力をお願いいたします。

沖縄で開催する予定です。

2．【延期】地区大会
2021 年 2 月に開催予定でしたが、2000 人以上のロータリ

6 月 6 日から 10 日にアメリカ合衆国、ハワイ州ホノルル市

アンやその家族が集まる行事のため、感染症対策の万全を

で開催予定だった国際大会は中止となりましたが、オンラ

期して 2021 年 4 月 7 日、8 日に変更されました。会場は同

イン上のバーチャル国際大会が 6 月 20、21 日の両日開催さ
れました。2021 年の国際大会は台湾台北市で開催予定です。

会員数報告
2019 年 7 月 1 日 クラブ数
2019 年 7 月 1 日 会員数
（内女性）

2020 年 6 月 1 日 クラブ数
2020 年 5 月 31 日会員数
（内女性）

本年度入会者
本年度退会者
本年度会員増減数
本年度女性会員増減数

来年こそ無事に予定通り開催され、世界のロータリアンと

71
2,990
202
70
2,995
215
163
158
5
13

RC

交流する機会を持てることを祈っています。
ガバナー月信担当副幹事

名

平井憲太郎（東京池袋西 RC）

名
RC

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます

名
名

米山功労者・マルチプル

名

3回

名
名
名

髙橋

一博 （東京新都心）

米山功労者

森田

正明 （東京秋川）
2 0 2 0 年 5 月 31 日分まで

敬称略、順不同

