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会長挨拶 赤塚正樹 会長

幹事徒然 静谷雅人 幹事

個人的にとっても楽しみにしていた年末
夜間例会(六本木ゼウス)ですが、新型
コロナの感染が拡大している現状を鑑み
まして、先日の臨時理事会にて「中止」という判断をさ
せて頂きました。これまでにない斬新な企画を提案して
頂き、既に多方面にわたり調整されていた大熊会員に
は、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。このよう
な結果になってしまいましたことは、会長として強く責任
を感じるとともに、いつか必ずリベンジしたいと思います。
今年度は、新型コロナの終息が全く見えず、何をする
にもスンナリはいきません。そんな中でも、「できない」で
はなく「やる方法を考える」と言い続け、様々な活動を
実行することで、メンバーの絆を深めてきたつもりです。
今もその基本的な考え方に変わりはありませんが、それ
が本当に「メンバーの絆を深める」ことになるのか、しっか
りと考えながら今後の活動をしていきたいと思います。
－姉妹クラブ－
札幌モーニングRC (第2510地区)
青森モーニングRC (第2830地区)
旭川モーニングRC (第2500地区)
京都モーニングRC (第2650地区)

活動を「できない」とあきらめるのではなく
「やる方法を考える」という方針で会員を
牽引している会長の意志は、会員各位
にじんわりと浸透してきていると感じています。大熊会員
もタイムリミットギリギリのところまで何とか安心して参加
できるように開催できないかと検討に検討を重ねてくれ
ました。前を向いて活動し汗をかいた上に、見極めのシ
グナルまで自ら発してくれました。これはなかなかできるこ
とではないと思います。純粋に「みんなのためになるかど
うか」で動いていただけました。「中止」決定後、複数の
会員から大熊会員を思いやる言動が発せられました。
これらをふまえると、実行が難しい事柄に対して前向き
に共に進んで行くことで、会員間の絆が強く結ばれてい
く様子が容易に感じられます。柔軟性と多様性を意識
しつつ、コロナの脅威に負けることなく、一歩一歩確実
に、より一層一体感を増した、範たる川口モーニング
ロータリークラブになりますように皆で進んでまいりましょう。
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【報告】 2020年11月21日 第1672回例会

先週、大成功に終わった地区大会明けの例会というこ
ともあり、今週はみなさんややお疲れのようでした。現地
参加、Web参加共にいつもより参加者も少なく、落ち
着いた雰囲気での例会でした。
来賓で京都東ロータリークラブから北尾康幸様にご参
加いただきました。ほぼ毎日？全国の各クラブを訪問し
ているようで、清水も毎日さまざまなクラブに行けるだけ
の時間とお金を手に入れたいと思ったのは、ここだけの
シークレットです。
さて今回の卓話は、災害リスク評価研究所代表の松
島康生様をお招きして、私たちの生命に関わる災害リ
スクを通して、避難や備蓄に関してさまざまな視点から
お話をいただきました。「R122沿いにある焼肉万世のあ
たりから、ギュ〜っと坂になっていて」〜という、地元ネタに
会場が大爆笑し、会場内がとても良い雰囲気になりま
した。
首都直下型や南海トラフ地震など、年を重ねるごとに
発生リスクが上がるので、いつ大災害が来ても大丈夫
なように避難所の確認や、避難用品、備蓄品を用意
してリスクに備えておこうと、改めて感じました。
ちなみに、2021年に富士山の大噴火や横浜で大津
波が起こるという話もあるんですよね。
また、コロナウィルスを的中させたインドの占星術師が
言っていたのですが、11月20日から徐々に拡大し、12
月20日を境に3月終わり頃まで、コロナウイルスか新型
変異種が猛威を振るいそうです。
個々が運動や健康的な食事、しっかりと睡眠とって免
疫力を高めましょう！免疫を高めるためには、ウン・・・ウ
コンが良いそうです！
信じるか信じないかは、あなた次第です！m9(・▽・)
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【報告】 2020年11月28日 第1673回例会
コロナ禍がますます増大し、感染者及び重症者数が記録を更新する中、リリ
ア11階の大会議室にて開催された移動夜間例会であったが、多くの会員と
先日の地区大会でスピーチをお願いした北本RCの佐京様の参加で開催さ
れた。
例会場での定例会では未だに食事は提供できない状態が続いているが、こ
こは広い会場でソーシャルディスタンスを確保しながら食事ができるということ
で、開始前に食事を済ませて赤塚会長の点鐘を迎えた。この食事の様子を
見ていると、食事中には会話をしないで、会話をしたければ必ずマスクをかけ
るという約束を徹底すれば、例会場でも食事の再開は可能だと感じた。
さて、この日のプログラムの前半は【1】「クラブ創立35周年記念事業につい
て」で、実行委員長でもある私からの報告を行った。35周年記念事業を行
うことについて、最初に懸念されるこのコロナ禍での開催は、令和3年5月30
日にロイヤルパインズホテル浦和にて開催するということで、式典は可能として
も食事を伴う懇親会の開催について可否を判断するには次期尚早であり、
クラブとしては記念事業を開催するという前提で準備を進めるということで、
会員の同意は得られた。大事なことは、このような記念事業を5年毎に行う
ことの意義を全会員で共有することだということを、理解していただいたと思う。

後半の、【2】「川口モーニングRCが目指す(範たるクラブ)とは？」というテーマ
でグループ討論を行った。私にとっては何とも漠然としたテーマでなにか他の
テーマが見え隠れするのを感じながらの討論であった。それはさておき、この
テーマで三つのグループに分かれての討論であったが、どのグループも熱弁で
盛り上がりすぎて、自分のグループ内の声さえほとんど聞き取れない状態で、
発表の詳細は後日幹事からの報告を待つことにした。
そこで、私個人の所感だが、川口モーニングRCの会員はこのクラブが好きで
あり続けるために、様々な活動の中で仲間の信頼を得て自分の居場所を確
保し、その仲間の力を借りながら援助を必要としている人のために良いことを
すれば、自分も家族も社会も幸せになれると私は信じている。
江口満志
📔 出 席 報 告 📔
2020年11月21日(土) 1672回例会
会員数 28名 出席猶予 0名
会場出席者 10名 オンライン 3名
出席者合計 13名 出席率 46.43%
2020年11月28日(土) 1673回例会
会員数 28名 出席猶予 0名
会場出席者 14名 メークアップ 3名
出席者合計 17名 出席率 60.71%

🙂ニコニコBOX🙂
2020年11月21日(土) 1672回例会
小計 21,000円

累計 201,039 円

会員10名よりメッセージを頂戴しました。
ありがとうございます！
2020年11月28日(土) 1673回例会
小計 16,000円

累計 217,039 円

ゲスト1名、会員14名、事務局よりメッセージ
を頂戴しました。 ありがとうございます！
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💬 メ ッ セ ー ジ 💬
2020年11月21日(土) 1672回例会
赤塚 正樹
静谷 雅人
中里 公造
田村 亮夫
髙橋 明賢
木戸 良樹
阿部 昌隆
🏆黒川 幸博
山野 光雄
清水 良浩

地区大会お疲れさまでした。素晴らしい地区大会でした。松島さん、今日の卓話 楽しみにしています。
おはようございます。昨日は健康診断を受けてきました。順調に成長して 体重は1キロ増加して 身長
はなぜか5ミリ減少してました。
地区大会ホストクラブとして協力ありがとうございました。川口モーニングRCとしての存在感も示せた大
会であったと思います。
京都東RC 北尾さん ようこそ！ 松島康生様 よろしくお願いします。
京都東RCより北尾様ようこそ、ありがとうございます。
地区大会お疲れ様でした。１週間経ちましたが、今のところ感染者の報告は、3名だけでした。ウソで
す。0名でした。とりあえず、でなくて良かったです。
松島様 本日の卓話楽しみにしておりました。よろしくお願い致します。
京都東ロータリークラブ北尾康幸様、ようこそお越しいただきました。例会楽しんでいって下さい。
先日、大腸ポリープを3つ切除しました。目の前にあるモニターで自分の腸の中の様子を見ました。もうし
ばらくホルモンは食べられません。
今年の重量税として2,000円お支払いします。
高校のゼミ講師として毎週授業をしているのですが、今年度の授業もあと1回なのでガンバリたいと思い
ます。

2020年11月28日(土) 1673回例会
北本RC

佐京 雄都 様
赤塚
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中里
中里

正樹
雅人
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本多 信太郎
川田 純一
菅野 有希
山口 恵美子

黒川 幸博
髙橋 明賢
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昇
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森田 武行
🏆田村 亮夫
杉田 事務局

先日の地区大会では大変お世話になりました。本日は大変勉強させていただければと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。
コロナにも負けず、全員集合例会です。 有意義な時間にしましょう！
こんばんは。本日はグループディスカッションです。活発な意見交換をすることで親睦を深めましょう！
佐京さんようこそ 地区大会でのスピーチ、他地区のガバナーからも好評でしたよ。
久しぶりの夜間例会、楽しみにしていました。今日は8時30分から17時までRLIパート1が開催されま
した。初のオンラインでのRLIでしたが、地区によっては中止となっている中、実施できて良かったです。
本多エレクト 勉強になったと思います。その成果を発表してください。
はい、勉強になりました。後日、その成果を発表します。明日のジャパンカップ楽しみです。
お疲れ様です。本日はお弁当につられて参加させていただきました。
佐京さん！ようこそ川口MRCへ!!! 先日は地区大会おつかれ様でした!! 大充実で2020年ガバ
ナー年度の忘れられない思い出になりましたね♡
珍しく早く到着。大会議室はまだ施錠。チケットセンター前でポスターを見ていたら「野村萬斎」の文字
が目に入り、初めて狂言のチケットを自ら購入！移動例会で思いがけない初体験です^_^; (席は
前後左右１席空き）
明日はゴルフに行きます。ＧＰＳ機能のついた距離測定器を買いました。グリーンまでの距離がわかっ
ても、腕が伴わないので、多分 宝の持ち腐れになりそうです。
地区大会終わって、家の片づけしていたら脚立から落ちた!! ようやく治って来ました。
朝、天気が良かったので、布団をベランダに干して出掛けました。さっき自宅に寄ったら 強風で吹っ飛
んでました。
明日から香川県１人旅 おいしくうどんを食べてきます。
元気じゃなくていいのに皆等元気そうだね。ロータリーアンってのは病気になる人いないの…残念
本日の例会は範たるクラブになれるのか? なっているだろう!!
今夜もよろしくお願いいたします。 会議室の鍵を開けるのが遅くなりすみませんでした。

