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「ロータリー国際大会に寄せて」  

委員長 生川秀樹君 

今年度、国際奉仕委

員長を拝命しました生

川秀樹です。私が委員

長に任命された最大の

理由は、次回の国際大

会へクラブとして参加

できるように企画する

ことだと自認しております。本日は、国際大

会について、お話させていただきます。 

 

Ⅰ. 国際大会とは 

１９１０年の第１回開催以来、ロータリ

ーの国際大会（始めた当時の正式名称は年

次大会でした）は、親睦を深め、ロータリー

の運営方法を決める場であると同時に、参

加者が著名人の講演や余興に触れ、ワーク

ショップに参加し、ロータリーリーダーの

メッセージを聴くことのできる貴重な機会

となっています。 
ロータリーの初期には、大会代議員がロ

ータリー定款細則への変更について議論し、

投票を行っていました。しかし、会員数と大

会出席者が増えるにつれて、この仕組みも

進化をとげ、１９７７年にはロータリーの

立法機関として規定審議会を設立し、国際

大会は、友情と親睦を深め、１年間に成し遂

げたことを称え、ロータリーの将来につい

て話し合う重要な行事として、開催国を毎

年変えながら現在も続いています。  
 

Ⅱ．来年は台湾で開催 
来年６月１２日から１６日まで、台湾の

首都である台北市の台北南港展覧館で開催

予定です。既に４名の会員が参加登録を済

ませております。 
台湾へは東京から飛行機で約４時間と近

く、美味しい料理、安全で清潔な街、親日的

な民族、コミュニケーションの取りやすさ

（ホテルやお店で日本が通じるところが多

い、漢字を使用等）など、日本人の旅行先と

して、最も人気の高い国の１つです。 
私が入会した２００６年以降だけでも、

２０１２年３月に友好クラブである台北金

鷹ロータリークラブの創立１０周年記念祝

賀会、２０１７年１１月の職場訪問例会と

して山崎芳雄さんの取引先の見学（台湾南

部の高雄市近郊）の２回、クラブとして台湾

を訪問しています。 
 

Ⅲ. コロナ禍で、いつから台湾にいけるか 

本日、台湾に何便飛んでいると思います

か？ 東京から台北へは日本航空が２便、中

華航空が２便、全日空系のＬＣＣピーチが

１便の計５便が運航しています。行こうと

思えば行けないことはありません。ただし、

観光目的ではビザが発行されず、観光目的

での訪台は現在不可能な状況にあります。 
商用目的で入国しても１４日間は指定の
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防疫ホテル等で待機が必要で、その期間中

は外出禁止となります。日本でも同様に、台

湾から帰国後１４日間は自宅待機が必要で、

現在台湾を訪問するには前後２週間は外出

禁止となります。商用で２泊３日訪台する

場合でも、１か月は会社を休む必要がある

のです。実質的に訪台は無理な状況だと言

えます。 
両国政府は渡航の緩和を目指して協議中

で、短期の商用訪問から制限を緩和する見

込みですが、台湾がコロナ感染拡大防止に

成功している（１０月２２日現在で、人口２

３００万人で累計感染者５４４人、死亡者

７人、直近２か月間市中感染なし）一方で、

日本は欧米と比較すると感染者は抑えられ

てはいますが、台湾と比較すると感染者数

が減少傾向にあるとは言えず、台湾旅行の

再開は日本次第だと思われます。 
 

Ⅳ．クラブ会員での旅行のお勧め 
私は旅が好きで、収入のうちの少なから

ぬ額を航空会社と宿泊業者にお支払いして

います。旅は新しい発見をもたらしてくれ

るばかりでなく、同行した人との絆を深め

ることもできます。台湾の国際大会に行け

るかどうか、今の時点では分かりません。欧

米の感染状況をみると台湾政府が観光目的

での訪台を当分認めない可能性の方が高い

と思っています。宮沢親睦委員長とは、桐生

赤城ロータリークラブとの合同訪台の是非

は来年２月中に判断することにしています。 
個人的には訪台を望む会員も多いので、

コロナが落ち着いてから国際大会とは別に、

クラブの有志で訪台をするのも良いのでは

ないかと思っています。また、当面海外旅行

が難しいのであれば、クラブの仲間と国内

旅行をしてみるのも一案です。現在はＧｏ

Ｔｏトラベルキャンペーンで、かなりお得

に旅行が可能です。このキャンペーンは急

ごしらえで問題点も多いのですが、経済活

性化のためには有効ですので、使わない手

はないと思います。私もこの制度を勉強中

です。私の勉強の成果を、皆さんとの旅行に

役立てることができれば幸いです。 

 

 
 
 

テレビについて        
   

中澤 信敏君 

アメリカの大統領がバイ

デンさんに決まりそうです

ね。今後日本に対してどの

様な影響が出て、今までよ

り良い関係になるのか、ま

たはその逆になるのか、よ

く注視しなければならないですね。郵便で

の投票もこの規模の選挙でよくやることに

決断したなと思いました。一般的に考える

と、労力・コスト・時間を考慮すると現実的

ではないように思いますが、それをやりき

れるのがアメリカなのでしょうか。さらに

再集計をするような話もあり、現場は大変

な時間とお金をかけていますね。 
今日は、今どきのテレビのお話しです。み

なさんも感じられたかもしれませんが、今

回のアメリカの大統領選で日本のテレビに

対して違和感はありませんでしたか？ 郵
便投票の集計期間中になかなか選挙結果が

でない時間が続きました。その間、日本のテ

レビでは、朝、昼、晩とほぼ変わらない棒グ

ラフが長い間表示され、同じようなことを

ずっと解説していました。私もずっとテレ

ビを見ていたわけでは無いですが、他国の

大統領の選挙の様子を自分の国のことと同

じような時間の掛けかたをして、他にも国

内の色々なニュースもあるだろうに、と感

じました。 
最近のテレビのニュースは、映像として

残せていないと、ニュースにならない事情

があることが腑に落ちないですね。事柄の

重大性や、多くの人に何かを伝えられるテ

レビとしての役割が欠けているような気が

してならないです。 
毎日、ニュースを流す時間の枠が決まっ

ているので、その時間をどのように埋めて

いくかを毎日考えて、大変な思いをしてい

るのかと思います。タイミングよく映像を

撮っておくのは、中々難しいと思います。ビ

会 ⾧ 挨 拶 
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デオの記録も待ち構えて撮るか、たまたま

タイミングよく撮っていたか、誰かが撮影

や作った映像をそのまま流すしかないです

から。そうなると映像になっていないニュ

ースは絵的に寂しく、テレビウケしづらく、

大きなニュースも小さく見えてしまうとか。

そんな余計なことを勝手に思ってしまいま

した。 
何をいまさらと言われる方もいるでしょ

うが、テレビ繋がりで私のテレビ事情のお

話を。私はコロナの前まで、あまりテレビを

見ませんでした。平日は 1 日に朝のニュー

スを 30 分と、昼のニュースを 20 分程度見

て、他は見ないような毎日でしたので、気に

入ったマツコか鶴瓶師匠が出ている番組を

数本、録画で週末にまとめてみる程度でし

た。 
お恥ずかしい話、コロナ禍の中になって

色々なテレビを見る方法を知りました。例

えばハードディスク録画の機能は中々賢い

です。関連したキーワードで録画できます。

マツコか鶴瓶の名前を入れれば端から録画

してくれます。また映画をキーワードにし

て録画すると、映画も端から録画します。テ

レビ東京で、平日の昼過ぎからほぼ毎日ち

ょっと古い映画を流しているので、かなり

の数の作品が溜まっていきます。実際に見

ている時間が無いので、ほぼ見ずに消して

いますが、見始めちゃうと時間の使い方を

失敗したと悔やむこともあります。 
また、インターネット経由で 1 週間以内

でしたら見逃し番組を見たい時に見られた

りします。TVer、FOD、日テレ TADA、NHK
プラス。ドラマ・映画なんかはレンタルビデ

オに行かずとも Netflix、アマゾンプライム

で自分の時間で見たい時に見れちゃいます。 
そんな話は昔からやっていると言われそ

うですが、コロナのステイホームで散々お

世話になった方もいらっしゃるでしょうね。 
一人当たりの時間は 24 時間ですが、求め

ている情報を取得するために使う良い時間

と、必要としてもいない垂れ流している情

報を受け身で使っている時間と、自分でも

意識して上手に使い分けなければいけない

と思っています。 
               

 

       幹事 吉田 穣君 

１．RI より 
 ・ROTARY  11 月号 
 ・11 月 ロータリーレート 

1＄=104 円 
 ・財団室ニュース 11 月号 

２.ロータリーの友事務所より 
 ・友事務所対応の件 
３. 上田東急 REI ホテルより 
 ・停電のご案内 
４. 静岡カントリーより 
 ・GOTO トラベルキャンペーンのご案内 
恵送   
  上田東 RC 様・東御 RC 様・・・会報  
全会員配布物 
・当クラブ会報 第 1070 号 
・職業奉仕セミナープログラム 
・月信  11 月号 
・ロータリーの友 11 月号 

 
               渡邉 章貴君 

 

 

 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 1 0 96.15％ 
前々回 25 2 2 100％ 
 

飯島俊勝君  紅葉がきれいです。一時楽しみまし

ょう。 

湯原 剛君  山々の紅葉がきれいですね。 

宮原宏一君  寒くなってきました。カゼ・コロナ

に負けないようにしたいです。 

山田 豊君  11 月に入り、急に寒くなってきまし

た。コロナ・インフルエンザに気を

つけて！！ 

柄澤 堯君  山がきれいに紅葉し始めましたね。

寒いわけです。 

宮澤広一君  寒くなってきましたね。 

西澤文登君  アメリカの新体制と新型コロナワク

チン開発に期待！！ 

合原亮一君  今年も稲刈りに四苦八苦ですが、昨

日やっと酒米を出荷しました。肩が

ちょっと痛いです。 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 
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清水一典君 先日息子(次男)の結婚式でした。 

杉山 裕君 生川さん、今日はよろしくお願いしま

す。 

斉藤惠理子君 生川さん楽しみにしています！ 

生川秀樹君 本日は卓話をさせていただきます。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 北村 久文君 
小嶋 修一君 松澤 一志君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 尚夫君 山崎 芳雄君 
横沢  正君 吉田  穣君 齊藤  仁君 
 
ニコニコ BOX 喜投額 10/10 例会 28,000 円 

今年度累計 301,002 円 目標達成率 33.44% 

 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□テープにて   『国歌』『4 つのテスト』 
□慶  祝 
 皆出席   
 
 
  松澤 一志君(19 年)  
 
 結婚記念日祝   
  笠原一洋君(3 日)  柄澤 堯君(5 日) 
  山崎芳雄君(14 日)  吉田 穣君(14 日) 
  渡邉章貴君(15 日)  松澤一志君(26 日) 
□ラッキー賞 
  提供者 斉藤惠理子君 
さだまさしさんご子息 CD『つけめん』 
  
 
 
 

清水 一典君 
     
 
□委員会報告 

・ 地区職業奉仕委員 柄澤堯君 

『職業奉仕セミナーについて』 
  
  

・広報情報委員長  横沢正君 

『ロータリーの友』紹介 
 

 

  
 委員会卓話  R 財団委員会 
         清水一典君 
 

※例会場は 2 階 『千曲の間』 
 

2022-23 年度国際ロ

ータリー会長として、ウ

ィンザー・ローズラン

ド・ロータリークラブ

（カナダ、オンタリオ

州）会員のジェニファー 
E. ジョーンズ氏が指名

されました。115 年に及

ぶロータリーの歴史で初の女性会長となり

ます。ほかの対抗候補者が出ない限り、ジョ

ーンズ氏は 10 月 1 日に正式に会長ノミニ

ーとなります。 
 ロータリーの行動計画は、ロータリーに

よるインパクトを高めるための推進剤であ

るとジョーン氏は話します。「新しい戦略的

優先事項を検討する中で、近年の歴史の中

でも紛れもなく最も重大な時期に、ロータ

リーの『適応力』が私たちの道しるべになろ

うとは誰も予想していませんでした」と、自

身のビジョンの中でジョーンズ氏は述べて

います。「希望の兆しは最も困難な状況から

生まれるものです。測定可能な目標を基軸

として、私はこの歴史的な状況を生かし、今

日の現実を反映した機会をとらえ、培い、伝

えていきます」女性初の会長に指名される

にあたり、ジョーンズ氏はロータリーの「多

様性、公平さ、開放性（DEI）に関する声明」

の重要性を理解しています。 
「多様性、公平さ、開放性を最優先し、女

性会員や 40 歳未満の会員を増やすには、ま

ずリーダー陣がこれを実践し、そのメンバ

ー構成に反映させていく必要があります」

とジョーンズ氏。「どちらの目標でも 2 桁の

成長を目指し、決してロータリーファミリ

ー全体を見失わないようにします」 

例 会 日 誌 

11 月 24 日 例 会 予 定 

お知らせ (ロータリーの友抜粋) 


