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＝

本日のプログラム
ガバナー公式訪問
ゲスト紹介

＝

○公益財団法人米山梅吉記念館 より
・官報 2020 秋号

━

幹事報告

━

○例会変更
・大和中ＲＣ
10 月 8 日（木） 取り止め例会
10 月 15 日（木） 通常例会に変更
10 月 22 日（木） 通常例会に変更

━
久保田 英男 ガバナー

辻

彰彦

新会員入会のセレモニー

━

ガバナー補佐

ガバナーより入会および記念バッジの贈呈
中村貴代美さん

遠藤

滉大

ローターアクト委員長

建部さんからの紹介：奉仕と親睦がロータリーの真髄
です。気さくに親睦を深めることができると思います

━

会長挨拶・報告

━

ので、どうかよろしくお願いいたします。

○ガバナー事務所 より

中村さん挨拶：色々と学び、社会貢献していきたいと

・2021 年台北国際大会分科会

思います、よろしくお願いいたします。

・神奈川県ロータリアン親睦テニス大会
中止のお知らせ

━

○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 より
・10 月米山月間資料のご案内

お祝い行事
入会記念
建部 覚会員

米山学友の群像 学友会特集号
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━

お誕生日お祝い

上田会員
誕生祝い、どうもありがとうございます。コロナの
せいで 1 年があっという間に感じます。体に気を付け
て 1 年頑張りたいと思います。
建部会員
久保田英男ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
1992 年 9 月 30 日、当時の生沼富治ガバナーにバッ
ジを着けていただいてから 28 年が流れました。当時
を懐かしく思います。

上田謙佑会員

━

スマイル

四方会員

━

13：30 に早退となります。

お客様のスマイル
久保田

英男 ガバナー・辻 彰彦

ガバナー補佐

こんな大事な日に申し訳ありません。
■本日もスマイルにご協力有り難うございます。

日頃よりインターアクト・ローターアクト活動をは
じめ青少年奉仕に多大なご理解とご協力を賜りあり
がとうございます。
コロナ渦の中、この難局をどう乗り越え、一層クラ

記念バッヂの贈呈
上田・四方・寒河江会員

━

ブを強化するか、そのロードマップを描く機会ととら
え、皆様と話し合えることを楽しみに参りました。本
日はよろしくお願い致します。

久保田

英男

ガバナー講話

━

ガバナー

コロナ禍で例会・奉仕活動非常に大変な日々を送ら
れていると思います。公式訪問も順調にこなさせてい

当クラブ会員のスマイル

ただいています。新会員の皆さんにピンを贈らせてい

会長・副会長・幹事・会長エレクト

ただいていますが、ことし日本にロータリーができて

本日はガバナー公式訪問です。第 2780 地区久保
田英男ガバナー第 6 グループ辻彰彦 AG,遠藤滉大地
区 RA 委員長、中村貴代美様ようこそお越しいただき

100年の記念のピンをプレゼントさせていただいて
おります。
新型コロナウィルスは予期せぬことでした。1月、

ました。よろしくお願いします。

サンディエゴでガバナーの研修を受けましたが、その

上田会員誕生日おめでとうございます。

時はこんなことになると思いませんでした。帰国し、
あれよあれよと広まってしまってすべての行事が中

藤川・竹内・建部・三平・山口光正・佐々木 会員
中村貴代美さん、入会おめでとうございます。一日

止になってしまいました。研修会もバーチャルになっ
ていき、昨季の国際大会もはじめて中止となってしま

も早く厚木中ロータリークラブの雰囲気に馴染み、

い、バーチャルで行うという異例づくめの一年でした。

「入りて学び、出でて奉仕せよ。
」の精神を皆で実践

直接会えなかった3ヵ月の間に自分の声で伝える、聞

していきましょう。

くという機会があまりにもなかったので、この公式訪
問で皆さんの声を直接聞きたいと思っています。今日

朝倉・小島正伸・飯田・山崎 会員
中村さん、入会おめでとうございます。ロータリー
を楽しみましょう。

は厚木中ロータリーの一員としてコロナをどう乗り
切るか、同じ目線で話したいと思います。
ポリオのことを少しお話します。8月27日にご覧に
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なった方もいるかもしれませんが、WHOがナイジェ

供たちにも「世界中に友達がいれば、世界中が平和に

リアでのポリオ根絶を伝え、これでアフリカからポリ

なる。友達のいる国の悪口を言われたらそれは違うと

オが根絶しました。これによって、パキスタンとアフ

いえるのではないか。どの国にも友達がいれば、いが

ガニスタンの２か国を除いて世界中の国からポリオ

み合いも戦争もなくなるので、世界中に友達を作って

が根絶されています。1980年代から今に至るまで、

いただきたい」と話しています。ロータリーの大きな

皆さんの多くの協力を得て邁進しています。あと少し

目的は平和です。120万人のロータリアンのネットワ

です。あと少しなのになぜお金がかかるかという質問

ークの一員同士が理解しあえば、良いと思っています。

もありますのでお答えします。日本では８０年代にポ

国同士で仲が良くなくても、ロータリアン同士は仲

リオは根絶されましたが、いまでもお子さんの予防接

が良くなると思います。済州島のロータリアンと仲良

種にポリオが入っております。なくなったのになぜ打

くしましたが、こういったことがロータリーの素晴ら

っているかというと、地球上からなくならない限り、

しいところだと思っています。次の国際大会は台北で

広まるかもしれないので打たないといけないのです。

すので、ぜひ参加していただきたいです。

１と0では大きく違うのです。また、生ワクチンは輸

環境への取り組み、小さなことからでも初めて行か

送にコストがかかり、それがみなさんのご寄付で賄え

ないといけないと思います。地区ではペーパーレス化

ています。ワクチン投与のボランティアでインドに行

をできるだけ進めたいと思っており資料の事前配布

くときに、ニューデリーのクラブに行きワクチンを打

をすすめています。事前配布を徹底することでペーパ

っていますが、ここでもコロナが打撃を与えています。

ーレス化やしっかりと読み込むことができると思い

ポリオ接種のため、コロナの患者をできるだけ早く搬

ます。結果的に時間も短くなりました。これも環境に

送する車を援助してほしいという要請がありました

良いことだと思います。

が、当地区は今年度のBDFがないので、現金寄付とい

いままでノーマルだったことがじつはノーマルで

う形でお助けしたいと話しました。ご浄財を回してい

はなく、アブノーマルだったのかとも思うようにもな

ただくことで、コロナを抑えて早くポリオのプログラ

りました。環境を考えることで、違った行動ができる

ムに戻ることができます。

ようになりました。資料の事前配布によって時間が有

私は寄付をする前に、実際にどのようなことをして

効に使えたり、集まることの質が、知識を得ることか

いるのか、寄付金がどう生きているのかをご説明する

ら、議論をすることに変容してきました。聞くだけで

役割があるのではないかとおもっており、今のような

したら TV を見ることと同じですが、集まった時は生

お話をさせて頂きました。寄付金は集まると大きく見

の声で質問することができます。これが大事だと思い

えますが、いざ使おうとすると足りないことが多いで

ます。

す。皆さんからいただいた寄付金を無駄なく活用して
期待と思っています。

先ほどより会員増強目標について触れていません
が、数を掲げることが成功なのか、本当に手を取り合

ビルゲイツ・メリンダ財団が、ロータリーで1億ド

って協力したいメンバーか、考えようとクナーク会長

ル集めることで2億ドル追加し、3億ドルにしてくれ

も話していました。厚木中ロータリーは横のつながり

ています。1億ドル集めると3億ドルになります、わ

がある非常にいいクラブだと思います。そのため30

ずかな金額でも大河の一滴になります。

人は一つの目標になると思いますが、ユニークなクラ

米山奨学金、米山財団でたくさんの素晴らしい人材

ブなので、このクラブにあったメンバーがいればよい

を輩出しています。一部の国の留学生が多いという言

と思っています。2500人というのを地区の目標とし

葉もありますが、ルールのもとに招いているのであれ

ていますが、コロナの影響を受けていますが、この目

ば、ルールに従って堂々と公平にやっていくことが、

標にしたいと思っています。住みたい街、本厚木のロ

世界への日本のビジョン発信だとおもっています。子

ータリーが栄えることを祈念しています。

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com

遠藤

滉大

ローターアクト委員長

思っています。当クラブではすべてZOOMですが、そ

大学生になって、青少年奉仕委員会で非常にお世話に

ろそろ奉仕活動をしたいということで計画しており

なったので、ゆかりのあるガバナーに会えてうれしく

ます。

―例会スケジュールー
日時
10/7

内

点鐘 12：30
容

クラブフォーラム(米山奨学)「R の友」紹介

10/14

休

10/18

地区大会（会長・幹事・エレクト）会員休会

10/21

地区大会報告

10/28

休

会場

《出

レンブラントホテル厚木
担

席

率》

会員数

欠席者数

25

9

当

財団・米山記念奨学要

会
出
会

席

率

前々回修正出席率

長
95.45％

会
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82.35％

