
 

◇ガバナー歓迎の歌   ◇歌唱「我等の生業」         

◇会長報告      ◇幹事報告   

◇卓話 「ガバナー公式訪問」 国際ロータリー第２７８０地区 ガバナー 久保田英男様（鎌倉ＲＣ） 
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2020-2021 年度 
painted by Kenzo Tanaka 

第 61代会長 大箭 剛久 

第 61代幹事 杉田 祐一 

 

＝本日の例会行事＝ 

2020 年 9 月 10 日（木） 第２９０３回例会 天候：晴れ ガバナー公式訪問 No. 9 

◎ゲスト・ビジター紹介 

ガバナー 久保田英男様（鎌倉ＲＣ） 

ガバナー補佐 笠間治一郎様（綾瀬 

春日ＲＣ） 写真→ 

髙田 修様（東京世田谷ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊２０２２年規定審議会立法案（制定案）地区提案承認の件   

◉信任状証明書  ◉国際ロータリー２０２２年規定審議会立法案

（制定案）に関する必要権限を規定審議会代表議員に付与す

る決議 

＊国際ロータリー第２７８０地区 ２０２０－２１年度 地区大会 登

録のご案内 

 ◉１０/１８（日） １４：００点鐘 ― 会長・幹事会 ― 本会議 ― 

１６：４１点鐘  ◉鎌倉芸術館  ◉出席義務者・・・会長 ・ 会長

エレクト ・ 幹事  ◉長寿会員等報告書  ◉２０１９－２０年度寄

付者一覧の送付について 

◇コロナ禍におけるアンケート依頼 

◇ガバナー補佐より  ２０２０－２１年度 ９月の会長・幹事会の

ご案内 ◉９/１１（金） １８：３０より（２時間以内）  ◉鳥源 

◇茅ヶ崎湘南ＲＣより  ＊クラブ創立４０周年記念誌 ご送付の

件 

◇タウンニュース 

スマイル報告 石田貴一会員 

久保田英男様（2780 地区ガバナー・鎌倉ＲＣ）久しぶりに

訪問させて頂きます。多くの先輩のいる中で緊張していま

す。このコロナ禍の中、今までの様に集うのが色々に言わ

れる時勢ですが、やはり顔を合わせて一緒に気持ちを分か

ち合うのが一番ですよね。本日はよろしくお願い致します。 

笠間治一郎様（第 4グループガバナー補佐・綾瀬春日ＲＣ）

本日はガバナー公式訪問です。よろしくお願いいたします。 

高田 修様（東京世田谷ＲＣ）本日の久保田ガバナー公式

訪問例会への参加承認、大箭会長ありがとうございます。

久保田ガバナーのお話、勉強させて頂きます。 

 

大箭剛久君＆杉田祐一君 久保田ガバナー、笠間ガバナー補

佐、東京世田谷ＲＣ高田様、ようこそいらっしゃいました。

久保田ガバナー、本日は沢山のご教示をいただくことになり

ますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

加藤 寛君 久保田ガバナーようこそ。本日はよろしくお願

い致します。世田谷クラブの高田さん、東京米山友愛クラブ

御案内どうも有難うございます。 

田中賢三君 久保田ガバナー、笠間ガバナー補佐、本日はよ

ろしくお願いします。東京世田谷ＲＣ高田さん、大歓迎です。 

伊藤留治君 久保田ガバナーようこそ。本日はよろしくお願

い致します。 

池上 實君 久保田ガバナーようこそ。気候の定まらない暑

さの続く中、体に気をつけて本ロータリー年度内ガンバッて

下さい。 

杉本行廣君 久保田ガバナーの公式訪問を大歓迎申し上げ

ます。よろしくご指導下さい。 

大森久巳男君 ガバナー久保田英男様、ガバナー補佐笠間治

一郎様、公式訪問御苦労様です。よろしくお願い致します。

東京世田谷ＲＣ高田修様、ようこそいらっしゃいました。 

小八木隆男君 和田幸男君 東京世田谷ＲＣの高田さん、よ

うこそ。久保田ガバナー、笠間ガバナー補佐、よろしくお願

い致します。 

中山冨貴子君 久保田ガバナー、公式訪問ようこそお越し下

さいました。体調にお気をつけて、ご活躍をお祈りします。

これからもよろしくお願い致します 

吉田恵子君 ガバナー久保田様、補佐の笠間様、東京世田谷

ＲＣ高田様ようこそ。 

成田栄二君 久保田ガバナー、公式訪問よろしくお願いしま

す。世田谷ＲＣ高田様、ようこそ！ 

河本啓伸君 久保田ガバナーようこそ。ガバナーと所属の鎌

倉クラブ、そして私と茅ヶ崎クラブはすべて還暦の同い齢。

こんな日が来るとは感無量です。 

古知屋光洋君 久保田ガバナー、公式訪問ありがとうござい

ます。 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

９／１０ ２９０３ ４０ ３４ ３４ ０ ０ １００％  

８／２７ ２９０１ ４０ ３０ ２９ １ ０ １００％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 吉田恵子会員 

澤邑重夫君 久保田ガバナーようこそ。本日は何卒よろしく

お願い致します。笠間ガバナー補佐、高田さん、ようこそ。

さて、どこかへ育前日はやる気充分、通常の３倍のスピード

が出せるのですが、帰ったあとはやる気ゼロ、通常の３分の

１になってしまうので、元に戻すのは大変です。引き続きが

んばります。 

半田朋子君 ガバナー久保田様はじめ、ゲスト・ビジターの

皆様いらっしゃいませ。まだ暑い日が続いておりますが、体

に気をつけましょう。 

岩澤あゆみ君 久保田ガバナー、本日はクラブを訪問頂き、

ありがとうございます。日頃からガバナーからたくさんの学

びを頂いております。笠間ＡＧ、高田さんようこそお越し下

さいました。 

加瀬義明君 久保田ガバナー、笠間が東京世田谷ＲＣ高田様

ようこそいらっしゃいました。久保田ガバナー、卓話よろし

くお願い致します。 

富田桂司君 久保田ガバナー、笠間ＡＧ、高田様ようこそい

らっしゃいませ！本日は宜しくお願い致します。 

杉本剛昭君 久保田ガバナー、笠間ガバナー補佐、東京世田

谷ＲＣ高田様、ようこそお越し下さいました。御指導よろし

くお願い申し上げます。 

北村公子君 久保田ガバナー、笠間ガバナー補佐、世田谷Ｒ

Ｃ高田様、ようこそおいで下さいました。久保田ガバナー様、

世界大会等でご一緒させていただきありがとうございまし

た。これからもますますのご活躍、お祈り致します。 

木村信一君 ガバナー久保田英男様、ガバナー補佐笠間治一

郎様、東京世田谷ＲＣ高田修様、いらっしゃいませ。 

小澤雅彦君 ガバナー久保田様、ガバナー補佐笠間様、友好

クラブ東京世田谷ＲＣ高田様、本日はようこそお越し下さい

ました。心より歓迎いたします！ 

木村邦佑君 ガバナー久保田様、ガバナー補佐笠間様、東京

世田谷ＲＣ高田様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくり

なさって下さい。 

橋本正一君 久保田ガバナー、笠間ガバナー補佐、ようこそ

お越し下さいました。東京世田谷ＲＣ高田様様こんにちは。

久保田ガバナー、卓話を拝聴させていただきます。楽しみで

す。 

安武 勝君 久保田英雄ガバナー、笠間治一郎ガバナー補佐、

高田修様ようこそいらっしゃいませ。今日も暑いのですが、

暑さ・寒さも彼岸まで。もう少しのしんぼうですよ。がんば

りましょう。 

小八木隆男君 久保田ガバナー、笠間ガバナー補佐、公式訪

問有難うございます。 

野中範郎君 ゴルフの飛距離 UP のためにジムに通う事にし

ました。 

石田貴一君 ガバナー久保田英男様、ガバナー補佐笠間治一

郎様、東京世田谷ＲＣ高田修様、ようこそいらしていただき

ました。久保田ガバナー、卓話勉強させていただきます。 

［本日 32 件、47,000 円です］ 

※例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています 

会員間を回って、直接質問・意見

を聴くという独特のスタイルで

本音が聞こえる公式訪問でした 

～ガバナー公式訪問卓話～ 
第 2780地区ガバナー久保田英男様（鎌倉ＲＣ） 

 公式訪問では茅ヶ崎ＲＣの１メンバーとして参加するとい

う気持ちでいます。ＲＩ会長もガバナー訪問では各クラブを

元気にしてきて欲しいとおっしゃっています。 

 会員数のことはどうしても触れずにはいられませんが、数

そのものより、この人がこのクラブに必要な人かどうか、ロ

ータリーにどんなことを導くかということを考えてもらえれ

ばと思います。50 人というのが１つのラインで、これだけい

れば財政面が落ち着くし、委員会を活発にします。ですから、

何とか３人増やして欲しいと願っています。66 クラブを１つ

１つ見ていくと、それで合計 2,500 人になるわけです。今年

度は 100 人減少してバトンをもらいました。一時的なことだ

とは思いますが、とにかくクラブが楽しいということが大切

です。 

 公共イメージの話をします。例えばマクドナルドのロゴを

見れば、何をする場所なのかだれでもわかりますね。では、

ロータリーはどうでしょうか。これをどう変えてゆくか。ロ

ータリークラブというのが何をするところなのか、というこ

とを知ってもらうというのは「陰徳の美」とは矛盾しないも

のです。ロゴには物語があります。ロータリーマークもそう

ありたいものです。そうすれば、こちらから何かをやろうと

思って的外れなことをしなくなり、相手からニーズが来ます。

ストライクゾーンに球が来るということになるのです。 

 コロナがきっかけでオンラインでの新しいアイデアも出て

います。飲食店の会員が弁当を配り、スマイルをテキストメ

ッセージで、スマイルをキャッシュレス決済で、といったよ

うな。また、創立 40 年、40 名ほどのクラブで、若手が PC

を持ち込んでベテランを巻き込んでいった例もあります。ズ

ームでの会合を経て、実際に会場での例会に戻ったら、若手

とベテランが同卓で座るようになったそうです。是非新しい

ことにチャレンジしてもらいたいです。ダメだったらやめれ

ばいいだけですから。 

 最後に若者の育成について言わせて頂きます。ロータリー

に入る以前から、私はロータリーと長らく関わってきました。

ローターアクトの地区代表をしていた時に、今日の司会の加

瀬さんがメンバーでおられましたし、杉本さんがローターア

クト地区委員をされていました。そういうこともあって、恩

返しのためにロータリーを懸命にやっています。RYLAの復

活も望んでいましたが、それはコロナで頓挫致しました。青

少年交換・インターアクト・ローターアクト・財団や米山の

奨学生たちが大人のたくさんいる世界でどんどん接点を持て

るようにしてあげたい、若者たちにロータリーを通じて様々

な経験させてあげたいという気持ちでいます。 

 では、このあとのクラブ協議会もよろしくお願いします。 

 


