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2021～2022　国際ロータリー会長　シャカール・メータ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　黒栁告芳君（9月1日）
　常磐重雄君（9月2日）

＊会員誕生日
　滝澤　勇君（9月3日）

＊配偶者誕生日
　藤原純一君（徳子夫人9月5日）

第2943回例会（8月24日）☆司会　滝澤　勇SAA

今日の例会（2021年 8月31日）

「ガバナー公式訪問」
担当：森住　等会長

次回の例会（2021年 9月7日）

「ロータリーの友月間」
担当：雑誌・広報・年史委員会 会田義明君

点鐘　…森住　等会長

ゲスト紹介

RI第2780地区第6GP ガバナー補佐
常磐重雄様（当クラブ会員）

会長報告

◎厚木市役所　より
・第11回「県央相模川サミット」六市町村合同ク

リーンキャンペーンの中止について（ご案内）
毎年　５月開催を延期しておりましたが中止と

いたします
・セーフコミュニティー現地審査（オンライン）の

結果について
6月30日～ 7月2日に現地審査が実施され、国際

認証の条件を満たしていると認められ、３度
目の認証取得の内定決定（審査の様子　ホー
ムページ掲載）

◎神奈川県共同募金会厚木市支会　より
・令和３年度赤い羽根共同募金運動へのご協力に

ついて（お願い）
規模を縮小して街頭募金を行う関係上、街頭で

の活動ではなく「組み立て式募金箱」でのご協
力をお願いします

幹事報告

◎例会変更
・座間ＲＣ

9月 1日（水）点鐘12：30　zoom例会
9月 5日（日）点鐘8：45　相模川クリーン作戦中

止のため休会

9月22日（水）点鐘12：30　鈴鹿明神社参集殿　
AG訪問

9月29日（水）点鐘12：30　鈴鹿明神社参集殿
卓話　アーサーくん

・大和中ＲＣ
9月 2日（木）　取止め例会
9月 9日（木）　取止め例会
9月23日（木）　取止め例会祝日のため）
（クラブ定款第7条第1節（d）（3）により）

・大和田園ＲＣ
8月27日（金）⇒　取り止め例会
（定款第７条第１節（d）項（１）より）

9月 3日（金）⇒　取り止め例会
（定款第７条第１節（d）項（１）より）

9月10日（金）⇒　ZOOMで例会（例会場は使いま
せん）
ガバナー公式訪問

9月17日（金）⇒　ハイブリッド通常例会（変更の
可能性あり）

9月24日（金）⇒　取り止め例会
（定款第７条第１節（d）項（１）より）

スマイル

森住　等会長・栗原良幸幹事
常磐さん本日はガバナー補佐として例会にご出席い
ただきありがとうございます。今日はＺＯＯＭによ
る初例会です。不手際等あるかとは思いますが、来週
の田島透ガバナー公式訪問に向けての準備を含め宜
しくお願いいたします。
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本年度第6グループガバナー補佐を務めさせていただきます。常磐重雄と申します。厚木ロータリークラブ
所属です。現在47歳です。職業分類は弁護士となります。事務所は厚木と新横浜と横須賀の3か所で、弁護士10
名、事務局10名の体制で仕事をしています。

趣味は、お酒とゴルフです。お酒とゴルフの誘いは、ほかのお酒とゴルフが入っていない限り断らないと信
条としております。多分ずいぶん若いAGが来たなと思いかと思います。私もそう思います。またまだ若輩者で
すので、常磐AGなどと言われるとどうもピンときませんので、「ときわさん」とか「ときわちゃん」と呼んでほ
しいです。

私、平成20年1月入会ですので、ロータリー歴は１3年が経過したことになります。ロータリアンとしては、ま
だまだ未熟者でして。本来、私の所属する厚木クラブには重鎮の諸先輩方がたくさんいて、適任者もたくさん
いるのですが、何故か私に白羽の矢が立ちました。

田島ガバナーはやりたいことが多く、毎週、土曜日の夜3時間くらい、第9グループのＡGと田島ガナバーと飲
みながらですがズームで会議をしています。ガナバー補佐としての仕事は、コロナ禍での皆様のロータリー活
動のサポートに尽きると思っています。例会どうしたらいいの？社会奉仕活動どうしたらいいの？前例踏襲
では立ち行かない今年度の会長幹事さんは課題が山積みと思います。そのような疑問がありましたら、直ぐに
常磐の方にご連絡を頂ければと思います。幸い他クラブの含めた地区の情報だけはたくさん入ってまいりま
す。色々な情報を踏まえて、できる限り皆さんのクラブの実態に即したアドバイスをさせて頂こうと考えてお
ります。

ここからパワーポイントに沿って地区の活動方針を説明させて頂きます。ご覧いただいている順番でお話
を進めます。まず、本年度RI=国際ロータリーの会長のご紹介をさせて頂きます。少し楽をさせて頂きたく、約
13分のシェカールメータIR会長の演説をお聞きください。クラブ会長向けの演説ですが、本年度のＲI会長の
やりたいことが明確になると思います。

ここから田島ガナバーの方針について説明をしたいと思います。まずは田島ガナバーの紹介です。藤沢湘南
ロータリークラブ、65歳、職業分類は建築資材販売、㈱藤和建商という会社の代表取締役です。地区の委員長
や副委員長を歴任してきた方です。

田島ガナバーの地区方針は、DO MORE END POLIO GROW MORE MEMBERSHIP です。「ポリオ根絶
と会員増強」、そして「奉仕の実践で会員基盤を強固にする」という意味です。RI会長のテーマである「奉仕し
よう みんなの人生を豊かにするために」を理解し実践して頂けるようサポートいたします。目標達成のため、
全クラブにロータリー賞への挑戦を推奨します。ロータリー賞というのは、年度初めに会長に目標を立ててい
ただき、クラブでそれが実現出来たら賞がもらえるというものです。

　田島年度の地区ビジョンを説明いたします。
　地区戦略計画というのがあるのをご存じでしょうか？
　DLPとかCLPとかいうのがそれです。
簡単に言うと、各クラブで3年から5年の計画を立てていきましょう。
そのためにクラブ研修リーダーを選びましょうというものです。
CLPは、クラブ版ですが、地区にも同じようなものがあり、それがDISTRCTリーダーシッププランです。地

区ビジョンといわれているものがそれで杉岡年度で定められました。2780地区の地区ビジョンは、「私たちは、

例会「ガバナー補佐訪問」

担当：森住　等会長
講師：RI第2780地区第6GPガバナー補佐 常磐重雄様

壽永純昭
自クラブへのＡＧ訪問ご苦労様です。地区とクラブ
との大切なパイプ役ですね。健康に十分留意され
益々のご活躍を。

市川信也
妻の誕生日のお祝い有難うございます。

黄金井陽介
妻の誕生日につきまして、お祝いありがとうござい
ました。
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地域社会の変化とニーズを捉え、地域社会にインパクトをもたらし、多様な人々との出会いとつながりを活か
して、良い奉仕を実践するために積極的に行動します」です。

これに基づき4つの優先事項を定めてております。田島年度も基本的にはこの方針に従って運営していくこ
とになります。

1つ目が、「地域社会の変化とニースを捉える」です。
この点に関しては、マイロータリーなどのデジタルデバイスを活用していただきたいです。
2つ目が、「地域社会にインパクトをもたらす」です。
この点に関しては、世界ポリオデーが重要です。10月24日を挟んで前後2か月間、神奈中バスの中吊り広告
にエンドポリオの公告が出ます。また、何台かラッピングバスも出ます。バスジャックのような形です。ここ
に併せて、ポリオ撲滅に関する奉仕活動をしていただくことを推奨しています。
3つ目が、「多様な人々との出会いとつながり」です。
インターアクトやローターアクトなどの設立を推奨しています。是非、将来のロータリアンを育てていただ
きたいです。
４つ目が「積極的に行動します」です。
この点では、ロータリー奉仕デーが重要です。今やIMはRＩの正式なプログラムからは外されていて、ロー
タリー奉仕デーが推奨されてます。もちろんＩＭの良さはありますが、世界の潮流に取り残されてもなんで
すので、日本でもロータリー奉仕デーをやってみようじゃないかと、もちろんＩＭに加えてロータリーデー
を各クラブで行っていただくというのが基本だと思いますが、まあ、最初ですから、みんなでやってみま
しょうという感じです。

また、来年6月、ヒューストン国際大会に80人で行きたいと考えております。コロナも収束していると思いま
すので、何卒、よろしくお願いします。以上が田島ガバナー年度の方針となります。コロナ禍で例会運営も大変
だと思いますが、是非、この二つを推進していただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。

2021-22 地区活動方針

第６グループ ガバナー補佐 常 磐 重 雄
(厚木RC)

１．国際ロータリー会長

RRII会会長長テテーーママ：：

「「奉奉仕仕ししよようう

みみんんななのの人人生生をを豊豊かかににすするるたためめにに」」

シシェェカカーールル・・メメーータタ RRII  会会長長

イインンドド、、西西ベベンンガガルル州州カカルルカカッッタタ--ママハハナナガガルルRRCC所所属属

不不動動産産開開発発会会社社「「SSkkyylliinnee  GGrroouupp」」のの会会長長、、会会計計士士

11998844年年ににロローータタリリーーにに入入会会、、RRII理理事事、、複複数数のの委委員員会会のの委委員員及及びび
委委員員長長、、ゾゾーーンンココーーデディィネネーータターー、、研研修修リリーーダダーー、、ロローータタリリーー財財団団専専
門門家家ググルルーーププメメンンババーー、、地地区区ガガババナナーーをを歴歴任任ししたたほほかか、、イインンドド・・ロローー
タタリリーー財財団団のの会会長長をを務務めめてていいるる

アアジジェェンンダダ ::

１１．．22002211--2222  シシェェカカーールル・・メメーータタ RRII会会長長紹紹介介、、RRII会会長長テテーーママ

２２．．22002211--2222  第第２２７７８８００地地区区 田田島島 透透 ガガババナナーー 紹紹介介

３３．．地地区区行行動動目目標標

４４．．地地区区行行動動計計画画

⑴⑴ RRII  会会長長テテーーママのの理理解解とと促促進進ののササポポーートト

⑵⑵ 「「地地区区ビビジジョョンンのの実実現現」」をを目目指指すす

２. 田島 透ガバナー
所所属属ククララブブ ：： ふふじじささわわ湘湘南南ロローータタリリーーククララブブ

生生年年月月日日 ::  11995555年年1111月月99日日生生

職職業業分分類類 ：： 建建設設資資材材販販売売

職職業業//役役職職：： ㈱㈱ 藤藤和和建建商商 代代表表取取締締役役

趣趣 味味 ：： ママンンドドリリンン演演奏奏

最最終終学学歴歴 ：： 東東京京理理科科大大学学大大学学院院 理理工工学学研研究究科科修修了了

ロローータタリリーー歴歴：：

22000000年年99月月 ふふじじささわわ湘湘南南ロローータタリリーーククララブブ入入会会((ﾁﾁｬｬｰーﾀﾀｰーﾒﾒﾝﾝﾊﾊﾞ゙ｰー))

22000033～～22000044  ふふじじささわわ湘湘南南ロローータタリリーーククララブブ 会会長長

22001166～～22001177  第第３３ググルルーーププガガババナナーー補補佐佐

22001199～～22002211 地地区区ガガババナナーーノノミミニニーー・・ガガババナナーーエエレレククトト

地地区区青青少少年年奉奉仕仕、、危危機機管管理理、、ククララブブ奉奉仕仕、、研研修修、、長長期期計計画画、、戦戦略略
計計画画ななどど複複数数のの委委員員会会のの委委員員、、副副委委員員長長並並びびにに委委員員長長をを歴歴任任
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出席報告　＜会員42名、出席対象39名＞

8 月 3 日例会　　確定出席率　　％ 8 月 24 日例会　　出席 33 名　欠席 7 名　出席率 84.62％
＜事前メイク＞
　難波有三君（8月21日／地区）
＜欠席＞
　今井銀河君・太田　豊君・鈴木茂男君・髙橋伸一郎君
　髙橋　宏君・藤原純一君

２．「地区ビジョンの実現」を目指します

優先事項 （１）～（４）

優優先先事事項項 （（１１）） 「「地地域域社社会会のの変変化化ととニニーーズズををととららええるる」」

①地区ビジョン・行動計画の理解と推進

②クラブデジタル化の推進（全員がマイロータリーへ登録）

優優先先事事項項 （（２２）） 「「地地域域社社会会ににイインンパパククトトををももたたららすす」」

①「世界ポリオデー」の実施

②「１クラブ１奉仕事業」

優優先先事事項項 （（３３）） 「「多多様様なな人人々々ととのの出出会会いいととつつななががりり」」

①若い人たちへの積極的支援

②将来のリーダーの発掘、育成

ご清聴ありがとうございました

２．「地区ビジョンの実現」を目指します

優優先先事事項項 （（４４）） 「「積積極極的的にに行行動動ししまますす」」

①ロータリー財団への協力

数値目標： 財団寄付：年次基金200ドル／会員、 ロータリー財団寄付：各クラブベネファクター：1名以上

ロータリー財団寄付ゼロクラブ：ゼロとする、 ポリオプラス寄付： 40ドル／会員

②ロータリー米山記念奨学会への協力

数値目標：寄付：2万円／会員（普通、特別寄付合計）、 米山記念奨学金寄付ゼロクラブ：ゼロとする

③ロータリー奉仕デーの開催

④「「EEAACCHH  OONNEE  BBRRIINNGG  OONNEE （（みみんんなながが一一人人をを入入会会ささせせよようう））」」の推進

コロナ禍での退会防止・会員維持の強化・新クラブの拡大

数値目標：ロータリー会員数：2396名以上 女性会員比率：15％以上

⑤ヒューストン国際大会への積極的参加 (2022年6月4日∼8日）

３．地区行動目標

DO MORE「END POLIO」
GROW MORE「MEMBERSHIP」

「ポリオ根絶と会員増強」、そして

「奉仕の実践で会員基盤を強固にする」

４．地区行動計画
１１．．RRII  会会長長テテーーママのの理理解解とと促促進進ののササポポーートト

①各クラブがRI 会長テーマ「「奉奉仕仕ししよようう みみんんななのの人人生生をを豊豊かかににすするるたためめにに」」

を理解し実践して頂けるようサポートいたします

②目標達成のため、全クラブにロータリー賞への挑戦を推奨します

２２．． 「「地地区区ビビジジョョンンのの実実現現」」をを目目指指ししまますす

「私たちは、地域社会の変化とニーズを捉え、地域社会にインパクトをもた
らし、多様な人々との出会いとつながりを活かして、良い奉仕を実践するた
めに積極的に行動します」


