
 

 

第 1083 回例会 2021 年 4 月 13 日 

  
2021-2022 年 度 PETS （ President 

Elect Training Seminar)参加報告 

 

  会長エレクト 山崎芳雄君 
 

3 月 27 日に塩尻市近郊の”ホテル中村”で開催が

予定されていた PETS ですが、長野県内の新型コロナ

ウイルス拡大により警戒レベルが上がった事で全県

より全員の出席が難しいという理由で急遽オンライ

ンでの開催となりました。当日は 9 時 30 分から休憩

を挟み 17 時 30 分まで８時間の長丁場でパソコンの

画面に縛り付きの一日で大変に疲れましたが、23 日

にオンラインでの PETS のリハーサルに参加し体験

をしておきましたので、当日のセミナーにはスムー

スに参加をする事が出来ました。 

オンラインセミナーは２部構成で、全体会議に続

き、各ブロックに分かれた講習と最後の全体会議、

の流れでした。最初の全体会議の後に会長エレクト

は５ブロックに分かれ、東信第一・第二グループが

一緒で、ＲＬＩ方式で５部構成の合計５時間のセミ

ナーとディスカッションで、次年度に向けて有意義

なセミナーでした。 

桑沢ガバナーエレクトは元外資系の大手広告代

理店に勤務していたことも有り、既に周到に準備を

されていて、2600 地区 2021－2022 年度用の使い易

いポータルサイトを立ち上げておられ、このポータ

ルサイトをＺｏｏｍミーティングの随所に取り入

れ、分かりやすいオンラインセミナーでした。 

どなたでもこのポータルサイトにアクセスが出

来る様になっていますので、次年度の地区からの連

絡、イベント情報、各クラブの活動等を随時更新す

るので、2600 地区の会員皆さんも大いに、このポー

タルサイトを活用して頂きたいとの事です。 

PETS の内容はまず、桑沢ガバナーエレクトよりシ

ェカール・メータ会長エレクトの紹介と、2021－2022

年度のＲＩのテーマとロゴの紹介と、ＲＩ会長の方

針、地区標語、地区活動及びクラブサポートの重点

項目と具体的な活動目標、継続的な重要課題への取

り組みについての説明と報告が有りました。 

国際ロータリー テーマ：“奉仕しようみんなの人生

を豊かにするために” 

シェカール・メータ会長エレクトより下記の３項

目の方針が提示されています。 

１）全世界の会員を 130 万人に増やそう！そのため

には、一人の会員が一人を入会させて下さい。

(Each One Bring One) 

２）全世界で「ロータリー奉仕デー」を開催して下

さい。2 つ以上のクラブが合同で、地域の人や

RAC、IAC を巻き込んだ奉仕イベントを開催する。   

３）女子のエンパワメント（能力向上）に取り組ん

で下さい。 

◎多様性・公平性の観点からも、女性会員の増

強と地位向上を目指して下さい。 

要約すると、ロータリークラブの存在をロータリ

ー奉仕デーを通じ社会にアピールし知ってもらい、

会員数を増やす。特に多様性、公平性の観点からも

女性会員を増やし女性の地位向上を目指す。 

地区標語：“繋がりを保ち、交流と奉仕を充実させ

よう” 

地区のテーマ、重点項目は下記の３項目となりま

す。 

＊詳細については別途資料を参照して下さい。 

１） 繋がりの強化（ロータリアン同士、ロータ   

リーファミリー、そして社会へと） 

２） 女性会員の増強と役割の重要性 

３） 積極的な広報活動とビジュアルアイデンティ

ーティーの強化 

＊地区活動重点項目、活動目標、継続的な重要課題

への取り組みに付きましては配布別紙ご参照下さい。 

これらの方針、目標を一つでも多く達成が出来る

様な２０２１－２０２２年度のクラブ計画書の立案

をして行きたいと思いますので各部の部長、委員長、

部員メンバーの皆様には絶大なご協力をお願い申し

上げます。 

PETS で習得をした事を次年度のクラブ運営に活

かせる努力をしたいと思います。 

PETS 報告 
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例会再開について     
中澤 信敏君 

本来であれば先週が例会予定でした

が、第 4 波とも言うべきコロナ感染症の

ため、県から感染警戒レベル 4、かつ医

療警報が発出されているため、当クラブ内での例会

開催基準に則り前回はお休みさせていただきました。

みなさんにご説明不足で休会にしたり再開したり、

プログラムを変更したりバタバタしましたことお詫

び申し上げます。 
ただ、新年度体制に向け PETS や地区協議会もオ

ンラインで開催されており、当クラブも次年度に向

け準備も進めて行かねばならないのと、オンライン

であれば休会した方が良いという過去のアンケート

結果もあったため、何とか休会しない方法を検討し、

今回のようにテイクアウトスタイルで進めさせてい

ただくことをご理解いただけますようお願いいたし

ます。 
今後もこの状況が継続した場合、テイクアウト例

会として続けていくことが正解なのかもわかりませ

んので、様子が変動するかもしれませんが、とりあ

えず進めてみる方向で考えております。本日もテイ

クアウトにした昼食も、この会場で済ませなければ

都合が悪い方がいらっしゃるとのご指摘もいただい

ていますので、例会終了後に食事をこの場でとるか

どうかはご判断お任せいたしますが、食事中はおし

ゃべりしないでお食事していただきますようお願い

いたします。 
また、次週は美穂ヶ池の清掃奉仕活動があります。

天気が良いことを願い、例会はこの場所で開催し、

終了後にテイクアウトを持ち寄り美穂ヶ池で食事を

した後に清掃活動を実施したいと思っています。 
本日のプログラムにおいても、本来であれば海禅

寺さんの早朝例会でしたが、感染症対策としてメン

バーのところへ行くのは控えた方が良いとの判断か

ら、もうしばらく警戒レベルとプログラムの様子を

見て、飯島さんとも相談しながら今期中の実施が叶

うようでしたら検討したいと思っています。 
引き続きご理解の程、何卒よろしくお願いいたし

ます。 

 吉田  穣君 
１. RI より 

   ・母子の健康月間 リソースのご案内 
   ・財団室ニュース ４月号  

２. 米山奨学会より 
   ・２月の寄付金傾向 

３. 米山梅吉記念館より 
  ・賛助会ご入会のお願い他出版物のお知らせ 

４. 地区事務所より 
  ・R 財団寄付金明細のお知らせ 

恵送   
  ・上田東 RC 様・・・地区補助金事業報告書 

会員配布物 
  ・当クラブ会報 第 1082 号 
  ・月信  ４月号 
  ・4-6 月プログラム 
  ・桐生赤城 RC 交流コンペのご案内 

 
                斉藤 仁君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  24 4 0 83.33％ 
前々回 25 4 1 88.00％ 
山崎芳雄君 マスターズ優勝の松山スゴイ！松山の

キャディー早籐将太が 18 番ホール終

了後、コースに向かって帽子を取り一

礼する姿が世界に感動を与えている！ 

清水一典君 山崎会長エレクト本日はご苦労様です。 

伊藤 豪君 本日より皆様のお仲間に入れさせてい

ただきます。右も左もわかりませんが

どうぞご指導よろしくお願いします。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 柄澤  堯君 
小嶋 修一君 松澤 一志君 宮原 宏一君 
水野 泰雄君 中澤 信敏君 西澤 文登君 
斉藤惠理子君 杉山  裕君 田中 栄一君 
宮澤 広一君 吉田  穣君 合原 亮一君 
斉藤  仁君   
 
ニコニコ BOX 喜投額 4/13 例会 25,000 円 

今年度累計 557,003 円 目標達成率 61.89% 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング 『国歌』『上田六文銭 RC の歌』テープ 
□入会式 

   伊藤 豪君(日本生命) 

 
 
□慶  祝 

 皆出席  中澤 信敏君(10 年) 

 誕生日祝   
  生川秀樹君(7 日)  松澤一志君(10 日) 
 結婚記念祝い 
  斉藤 仁君(18 日)  横沢 正君(25 日) 
  山田 豊君(26 日)  飯島伴典君(27 日) 

ロータリーの友紹介 

地区デジタル推進委員長 合原亮一君挨拶 

会 ⾧ 挨 拶 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

4 月 27 日 例 会 予 定 


