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https://youtu.be/BMEJstUCnXM 

 

 

「みなさんこんにちは」、「はいさい」。8 月末までに 18 クラブの公

式訪問を行いました。沖縄は、4 クラブは対面、4 クラブは Zoom で

した。「はいさい」は沖縄の言葉で「こんにちは」という意味です。

クラブ協議会の冒頭の挨拶で私が「はいさい」と申しましたら、  

みなさんが「はいさい」と答えてくださいました。 

(写真左：7 月 27 日那覇 RC 写真下：8 月 26 日名護 RC) 

 さて、東京オリンピックが 8 月 8 日に

閉幕しました。そして 9 月 5 日までパラ

リンピックが行われております。 

オリンピックでは、日本は金 27 個を含む、

58 個のメダルを獲得しました。    

コロナ禍で制約が多い大会でしたが、 

練習の成果を発揮するアスリートは  

格好良かったですし、温かい気持ちにな

り元気をもらいました。 

 ただその後、これまでにないスピードで新型コロナウイルスの感染が急拡大しています。 

東京では、1 日の感染者が 5000 人を超える日もあります。9 月 12 日までの緊急事態宣言も、再延

長される可能性が高まってまいりました。今年度はずっと緊急事態宣言が出されている状況です。                        

 

こんな時こそオンラインを使いましょう!! 

 クラブ会長始め、幹事、役員、理事のみなさんは、7 月からのクラブ運営には慣れてこられたで

しょうか？当初思い描かれたことは、順調に推移していますか？コロナの影響で例会が開かれず、

理事会もままならないという話を聞きます。こんな時こそ、対面と Zoom のハイブリッドの例会は

当り前のように推進いただきたいと思います。 

当地区のあるクラブで、先日はじめて、オンライン例会が

行われました！地区デジタル化推進委員会実施の講習会

に参加した方が中心となり、会員への説明やハイブリッド

例会を試験的に３週に渡って行い、段階を踏みながら、  

8 月 4 日にオンライン例会実施に至ったそうです。 

 

https://youtu.be/BMEJstUCnXM
https://youtu.be/BMEJstUCnXM


 2 

最初は繋がらない、音が出ないというトラブルが発生し、ズーム参加者が 3 名だけという回もあ

ったようですが、8 月 4 日はオンラインで 23 名が参加して、全員とズームでやり取りが出来たと

聞いています。そのクラブには、オンラインで参加できていないメンバーも数名いらっしゃるそう

ですが、今後おひとりずつ連絡を取って丁寧な対応をしてくださると思います。どのクラブにもご

高齢の方や、IT に不慣れな方は必ずおられますが、根気よくご支援をお願いいたします。デジタル

が苦手な方には、手紙を書いたり、電話をしたり、アナログでつながりましょう！会長、役員の皆

さんの熱意が、クラブの活性化、退会防止に繋がります。あきらめずにクラブのリーダーとして、

引っ張っていただきたく思います。地区はクラブのみなさんの後押しをいたします。 

 

RI 会長とも Zoom や Facebook でつながる時代です 

 8 月 3 日にシェカール・メータ RI 会長と世界中のガバナーとのズーム会合

があり、私も参加しました。オープン例会ウィークのことを説明したところ 

「エクセレント、素晴らしいアイデアです。この事を他の地区でも共有して

ほしい」とアドバイスいただきました。 

メータ氏は、会員増強（ローターアクトのみなさんにも増強をお願いする。

社内で勧誘するなど）、拡大（E クラブに注目）、女子のエンパワーメント（例

えば護身術として空手や合気道を教えるのはどうか）、ロータリー奉仕デー、

ロータリーの DEI（多様性、公平さ、インクルージョン）などについて話していらっしゃいました。 

メータ氏と世界のガバナーは、Facebook グループでもつながっています。392 名が参加するプラ

イベートグループです。世界には524地区あるので、全ガバナーが参加している訳ではないですが、

かなり大きなグループです。8 月 29 日にはメータ氏が、インドで行った生理用品配布活動の写真

を投稿していました。物理的な距離は離れていますが、デジタル化によって、瞬時に情報や写真を

共有することができると改めて実感しています。 

 コロナ禍で、対面で集まることが難しい現状です。みなさまのクラブでも、対面以外のコミュニ

ケーションの方法をお考えいただきたくお願いいたします。私はガバナー補佐や地区委員長や地区

幹事団との LINE グループを作り、情報共有を図っています。 

 

クラブの課題は何でしょうか？ 

 9 月 9 日(木)は、入会 5～10 年程度の方に向けたワークショップです。ロータリーにも慣れてこ

られて、これからのリーダーとして活躍が期待される方々です。講師に髙野孫左ヱ門様（甲府 RC）

をお招きし、リーダーシップについてお話を伺います。ロータリー歴に関わらず視聴可能ですので、

どうぞご参加ください。 予告動画 https://youtu.be/XiG53qAJX3A 

 10 月 25 日(月)はポリオ根絶に関するワークショップを開催します。ポリオの現状と寄付に関し

て、埼玉本庄 RC 所属、第一地域ポリオコーディネーターの高柳育行様からお話を伺います。 

https://youtu.be/XiG53qAJX3A
https://my.rotary.org/ja/news-media/office-president/presidential-message
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地区の YouTube 高評価・チャンネル登録お願いいたします！ 

少しずつ動画の数が増えてきました！GOVERNOR’s Monthly Video Message、ワークショップ、ラ

ウンジ chat（座談会）、むずかしくない ZOOM 講習会、ショートメッセージなどの再生リストを作

っております。ハイブリッド例会やバーチャル例会時に、動画を画面共有してくださっているクラ

ブもあるようですね。ぜひご活用ください。 

  

ラウンジ chat（座談会）シリーズ リクエスト募集中！ 

ワークショップより手軽で堅苦しくない、“ラウンジ chat”という座談会をはじめました。   

時間は 16-17 時の１時間だけ。登録不要。参加費無料。完全バーチャル（Zoom による生配信）。   

後日録画を YouTube チャンネルで公開いたしますが、編集でカットする部分も多いので、フルで楽

しみたいという方にはライブ配信をお勧めいたします。みなさんが聞いてためになる、中身のある

情報を発信していきたいと考えております。テーマに関してリクエストがあれば、ガバナー事務所

までお寄せいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします！ 

【ラウンジ chat シリーズ 予告】※全 10 回程度の実施を計画中 

9/22（水）元気なクラブの座談会 

9/24（金）コロナ禍での社会奉仕活動に関する座談会 

9/30（木）入会 5～10 年の方の座談会 

10/13（水）コロナ禍での寄付に関する座談会 

https://www.youtube.com/channel/UCNQg1yd0OHQdljFbdm4OA7Q
https://youtu.be/dC586wDI7dQ
https://youtu.be/dC586wDI7dQ
https://www.youtube.com/channel/UCNQg1yd0OHQdljFbdm4OA7Q
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ロータリーが好きになったら、もっと勉強しませんか？ 

 話は変わりますが、私は裏千家茶道を習っています。お茶のお

稽古は、お茶会が予定され、お点前を披露することになれば、毎

日がお点前の稽古です。その苦労した結果、人前でそこそこのお

点前ができるようになります。これは趣味の世界の話です。ロー

タリー活動を趣味とは申しませんが、ロータリーもお茶と同じよ

うにお稽古が必要だと思っています。毎週例会に出席して、歌を

歌って、お食事をして、親しい方とお話をする。これはこれで平

均的なロータリアンですが、もう一歩、ロータリーを勉強して、

少しでも神髄に触れられれば興味が増してより楽しくなります。

好きこそ物の上手なり、同じロータリアンとしてもっと楽しく過

ごしたいなら、好きになってそして多少の勉強をいたしましょう。 

新入の会員の方は、当初はロータリーの友を読むことから始めましょう。情報の宝庫です。 

  

そして、クラブには経験豊富な会長幹事や研修リーダーがおられます。その方たちのレクチャー

や炉辺会では先輩方の貴重な経験を話していただけます。黙って待っていても情報は限定されます。

自分から、情報を取りに行きましょう。ロータリーは、世界で日本で地域で様々な良いことをして

います。多様な活動の中から興味があるものを見つけて勉強してください。 

 

地区のウェブサイト こつこつ更新中 

➢ 「奉仕活動」ページを新設いたしました。こちら https://www.rid2580.org/activity/ 

国際ロータリー本部が運営する「ロータリーショーケース」の方が大規模ですが、身近に感じら

れないというお声がございましたので、当地区内のクラブが比較的最近実施した社会奉仕活動と国

際奉仕活動を知ることができるページを作成いたしました。 

➢ 「入会案内」のページも新設いたしました。各クラブの入会案内のページを参考にさせてい

ただきました。https://www.rid2580.org/join/ 

 

  

何事も最初から完璧にはできません。一歩、一歩やりながらでいいのではないでしょうか？  

世界で日本で地域で、みんなの笑顔を見るために良いことをいたしましょう。 

 

2021 年 9 月 

      

国際ロータリー第 2580 地区 ガバナー 若林英博 

https://www.rid2580.org/join/
https://www.rid2580.org/activity/
https://map.rotary.org/ja/project/pages/project_showcase.aspx
https://www.rid2580.org/join/
https://rotary-no-tomo.jp/
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。 

7 月 31 日分まで 敬称略、順不同 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー    4 回 松田賢基(浦添) 

米山功労者・メジャードナー  30 回 清水英世(東京西北)  30 回 鈴木 喬(東京江北) 

                             30 回 伊野波盛求(那覇西) 

米山功労者・マルチプル     9 回 南山幸弘(東京池袋)  7 回 松林茂(東京セントルウパーク) 

                              6 回 加古博昭(東京池袋)    4 回 矢島 寛(東京江北) 

                               2 回 大竹章裕(東京紀尾井町)  2 回 野島 征(東京武蔵村山) 

米山功労者     村田誉之(東京)  阿世賀陽一(東京新宿)  岡垣栄治(東京紀尾井町) 

 

もっと元気なクラブになるためのワークショップのお知らせ 

沢山の方にご参加いただきたくお願い申し上げます 

 

9 月 9 日(木) 15:30～18:00 

  クラブの課題解決、あなたならどうする？ 

       主幹：地区拡大委員会 

   主な対象：入会 5〜10 年程度の会員 

     講師 髙野孫左ヱ門氏 (甲府 RC 会員) 

国際ロータリー第 2620 地区 2012-13年度ガバナー 

         2018年・2019年度RI研修リーダー 

          

10 月 25 日(月)15:00～18:00 

ポリオ根絶活動に関するワークショップ 

主幹：地区ロータリー財団委員会、地区ポリオプラス委員会 

地区国際奉仕委員会 

対象：全会員 

        講師 高柳育行氏 (本庄 RC 会員) 

           国際ロータリー第 2570 地区 2015-16 年度ガバナー 

            第一地域ポリオ根絶コーディネーター 

https://www.endpolio.org/ja

