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四つのテスト

1 真実かどうか

2 みんなに公平か

令和 2 年 12 月 1 日（火曜日） 第 2,837 回
【月間テーマ】
疾病予防と治療月間
ゲスト卓話

第２８００地区ガバナー
齋藤 榮助
第 6 ブロックガバナー補佐
横澤 寿彦
例 会 場 タスパークホテル℡0238-88-1833
会報委員 土屋 茂樹・横澤 寿彦・寒河江良一
栗田 正彦・髙橋勇喜知
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ
3 好意と友情を深めるか

4 みんなのためになるかどうか

＜例会報告 NO.15＞
長井市スポーツ国際交流員 バハティ ロジャース 氏

SAA 渡部 堅一 副 SAA 土屋 茂樹
ゲスト入場

⑴ 開会点鐘

伊藤克也会長

⑵ ロータリーソング
「国歌斉唱」
[我らの生業]
⑶ ゲスト紹介
ゲスト
長井市スポーツ国際交流員 バハティ ロジャース 氏
通訳
長井市 地域おこし協力隊 所 里帆 氏

食事

⑷ 会長挨拶
みなさんこんにちは。
本日の例会は、長井市国際スポーツ交流委員のバハティ・ロ
ジャース様をお迎えしました。夏場のビアパーティ以来のご
参会に感謝します。同じく、所里帆様にもラジオの収録を変
更してお越し頂きありがとうございました。
１２月の月間テーマは「疾病予防と治療月間」となっており
ます。
例年ですと、ロータリークラブでは、ポリオプラス（小児麻
痺）撲滅を重点目標の１つに掲げて、世界中から色々な支援
を行っています。しかしながら今年の２月頃から中国・武漢から発生したとされる新型コロナは、終息の様子が
まだ見られない状況です。
ロータリー第９２１２地区直前ガバナー ジョー・オディン氏の文書によりますと今般の様な人類史上における
決定的瞬間の特徴を成すのは、危機の性質ではなくその時の人間が下す判断の適切性にあるとのことです。
判断と行動は、以下の３項目に大きく分けられる。
１この疾病に最も大きな影響を与えるのは、１人一人の行動であること
２感染曲線を平らにする政府の取り組みをサポートすること。
３希望のメッセージを人々に伝えつつ皆が力を合わせてこの難局を乗り越えなければならない。また日常生活の
中断は一時的であるばかりでなく、生活を継続するために必要不可欠だという認識を促すこと。
このように述べられています。現在の日本においても国民一人一人が認識し行動すべき
内容です。会員の皆様には、年末に向けてより一層の健康管理にご留意ください。
⑸ 幹事報告
・来週，第１０回理事会を行います。理事役員の方々におかれましてはご出
席お願いいたします。なお，開始時間は通常とは異なり午前１１時１５分からと
なりますので，ご注意ください。
・コロナの第三波に伴うご連絡が２点ございます。
国際ロータリーの日本事務局がテレワークを始めました。
また，ロータリーの友委員会より時差出勤とテレワークの併用を始めました。
これらに対するご連絡等がおありの場合，連絡方法について事務局にご確認
ください。
・タスパークホテルより五蔵会さんの催し物についてご案内がございました。チ
ラシを回覧いたしますので，ご興味がおありの方はお声がけください。
⑹ 横澤 寿彦ガバナー補佐より

地区報告（第２回ガバナー補佐会議・2020.11.21 より）
１．報告事項 ：
①県豪雨災害（７月末） － 10/19 200 万寄付 感謝状授与
②公式訪問 － 11/24・49 クラブ終了
③地区委員会活動状況 －
クラブ奉仕 ― セミナー無
会員増強
－ クラブ卓話３回程（5/15 セミナー予定）
職業奉仕
― セミナー中止

青少年（IAC・ライラ・LAC）― 活動あり
④全国 RYLA 研究会・山形大会 － 3/27-28 開催
決定・クラブ一人出席要請
⑤地区 RYLA － 5/29-30 寒河江で開催
⑥米山奨学生 － 11/28 選考委員会
⑦地区補助金 － 承認 40 件（ コロナにより
3~4 件再申請）
⑧地区大会（6/4~5）－ 開催判断・4 月
検討－縮小版（開催 1 日・懇親会無し） 中止－ビデオ報告
２．審議事項 ：
1) 危機管理の策定について － 講習会予定
2) IT 利用について － 東根 RC・ズーム例会紹介
第６G（B）－２クラブ検討方向
3) IM/各グループ状況 –
実施済 － 第２G(11/14)
中止
－ 第 3G
検討中 － 第 1G（3/12）
，第 4G(5/8)，
第 5G(1/23)，第 6G(4/11)
以上
⑺ 委員会報告
12 月 ご本人誕生日、奥様誕生日、結婚記念日
親睦委員会 村田 剛委員
ご本人誕生日
奥様誕生日

横澤
茂 会員
土屋 茂樹 会員
横山 照康 会員
佐藤 和幸 会員

15 日
28 日
2日
8日

結婚記念日

佐藤 和幸 会員

24 日

⑻ ニコニコ BOX
伊藤 克也 会長
小笠原信吾 幹事

おりません

ゲストを歓迎して
ゲストを歓迎いたしまして。

⑼ 会長より
会費納入に係る金融機関選択(変更)についてのお願い

⑽ ゲスト卓話
ゲスト
長井市スポーツ国際交流員 バハティ ロジャース 氏
通訳
長井市 地域おこし協力隊 所 里帆 氏
長井市スポーツ国際交流員のハバティ ロジャース氏と地域
おこし協力隊の所 里帆氏をお迎えしてタンザニアのスポー
ツ事情についてお話をいただきました。今、人気のサッカー
のほか、マラソン、ボクシング、バスケットボール、そして
ネットボールという種目についてお話をお聞きしました。ま
た、長井市でもタンザニアを訪問した際に野球の道具を寄付
させていただきましたが、中学校などで徐々に普及している
ということで大変嬉しく思います。
国際交流について貴重なお話しをいただきありがとうござい
ました。

質疑応答

会長謝辞
私もスキーに携わる者の１人ですが、小さな時から多くの大会
（試合）を積むことで優秀な選手に育つものと思います。バハテ
ィ様におかれましても、タンザニアと長井にて増々ご活躍頂きた
いと思います。
本日はありがとうございました。
出席状況報告 次週
閉会

