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ガバナー 佐藤 真（村上岩船）
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ガバナー補佐挨拶

佐藤年度第一分区ガバナー補佐を拝命しました村上RC、佐藤正志です。どうぞよろしくお願い致

します。

COVID-19の荒波の中船出をしました。前小野寺ガバナーとの引継ぎDVDの収録の際にもお願

いいたしましたが、RIはロータリーのメンバーは経営においても重要な立場にある方々です。ロー

タリー活動により感染拡大が起こらないよう細心の注意をお願いしたい事をお伝えします。

佐藤年度初めてのガバナー公式訪問が村上ＲＣにおいて７月９日スタート致しました。初の試み

としてオンラインを活用し、村上RCでは会長、幹事、会長エレクト、幹事エレクト参加の下、私が進

行をさせて頂き渡辺地区幹事の作成したシナリオを参考にしながら、無事に予定時間通り終了す

ることが出来ました。今後予定されている公式訪問はリアルとオンラインとで行われていきますが、

様々な課題も見えて来ると思います。皆様の工夫と改善により無事に終わりを迎えることを切に

願っているところです。

COVID-19はグローバル経済、日本経済にとって甚大な影響が発生しています。特に飲食、宿

泊業のお店を展開している方々には言葉にならない状況であります。COVID-19がZoom等の利

用によるオンライン会議が利用せざるを得ない状況になり、利用したところ使い勝手が良く、移動

することなく会議が出来ることに感心しています。今では海外よりのインタビュー、日本国内でのデ

スカッション等の出来る環境が整いつつあります。画像によるリアルコミニュケーションの構築です。

メンバーの皆さんも大いにオンラインを利用し新た挑戦をお願いしたいと思います。

最後に今年度の集中豪雨で被災された方々にお見舞いを申し上げ、就任の挨拶にさせて頂きま

す。ありがとうございました。

●ロータリークラブ歴 ２００９年１０月 ５日 入会 ２０１６～２０１７年 会長

国際ロータリー第２５６０地区

2020-21年度 第一分区ガバナー補佐

佐藤 正志（村上ＲＣ）
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ガバナー補佐挨拶

本年度、第２分区のガバナー補佐をさせていただきます新潟RCの宇尾野 隆です。

いよいよ、佐藤年度がスタートしました。本年度は、COVID-19の影響により本当に厳しい状況の

中での始まりとなりましたが、各クラブ共に例会やクラブの運営について充分考慮をされながら「こ

のような時こそ、ロータリーらしい活動を」という思いで本年度の活動を進めておられます。

私はガバナー補佐として地区運営方針「ロータリーで良いことをしょう」というテーマのもと佐藤ガ

バナーを支えながら、地区とクラブのパイプ役として会員の皆様のロータリー活動が素晴らしいも

のとなりますように努めてまいりたいと思います。また、この様な状況でありますので、臨機応変に

対応してまいりたいと思います。宜しく、お願いいたします。

●ロータリークラブ歴

２００７年３月１３日 入会

２００８～０９年 ＲＡ委員長

２０１２～１３年 幹事

２０１６～１７年 会長

●地区関係

２０１３～１５年 米山奨学寄付増進委員長

２０１５～１６年 米山奨学生選考委員長

２０１７～１９年 米山記念奨学委員長

２０２０～２１年 第二分区ガバナー補佐

米山功労者

国際ロータリー第２５６０地区

2020-21年度 第２分区ガバナー補佐

宇尾野 隆（新潟ＲＣ）
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ガバナー補佐挨拶

第３分区ガバナー補佐を務めさせていただきます。佐藤ガバナーの地区テーマ「ロータリーで良

いことをしよう」のもと、小規模分区ならではの活動を明るく楽しく展開できるよう、お手伝いさせて

いただきます。また、新しい生活様式をしっかりと守り、分区内６クラブが一体感をもってロータリー

活動に取り組んでいきたいと思います。各クラブ、会員の皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま

す。

●ロータリークラブ歴

2007年6月 村松ロータリークラブ入会

2009-10年度 地区インターアクト委員／村松ロータリークラブ幹事

2010-11年度 地区インターアクト副委員長

2011-12年度 地区インターアクト委員長

2012-13年度 村松ロータリークラブ会長

2015-16年度 村松ロータリークラブ会長

国際ロータリー第２５６０地区

2020-21年度 第3分区ガバナー補佐

野﨑 和久（村松ＲＣ）



RID2560 ガバナー月信2020.08

5

ガバナー補佐挨拶

第4分区ガバナー補佐を務めさせて頂く事になりました吉田RCの丸山 健です。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界中が大変厳しい状況の中、佐藤ガバナー年度が

スタート致しました。佐藤ガバナーが掲げる「ロータリーで良いことをしよう」の地区運営方針に従っ

て分区内の各クラブの皆さんと情報交換を行いながら、厳しい状況の中、目標意識を高めていこう

と思っています。特にガバナー公式訪問がスムースに行われるよう努力し、又分区内の諸事が順

調に運ぶ様に各クラブの皆様方と協力して行こう思っております。

私は2010年に吉田RC入会いたしました。ロータリー歴はまだ10年と、経験、知識も浅く、これから

色々と学ぶ事柄が多くあります。皆様から色々とご指導をいただきながら、学びながら、進めていこ

うと思っています。

「ロータリーとは職業倫理を重んじる実業人、職業人の集まりである」を体験し、現在は色々の職

種のトップの皆様とロータリー活動を心から楽しんでおります。

●ロータリークラブ歴

2010年10月 吉田ロータリークラブ入会

2015～16年度 幹事

2016～17年度 会長

国際ロータリー第2560地区

2020-21年度 第4分区ガバナー補佐

丸山 健 （吉田ＲＣ）
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ガバナー補佐挨拶

この度、佐藤 真ガバナーの補佐を拝命することになりました、鈴木公子です。2560地区では初

めての女性ガバナー補佐となりますが、尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

幹事時代には中越沖地震、会長就任直前には東日本大震災が起きて、会員全員が甚大な被害

に見舞われた中、義援金を使っての地域の支援事業に奔走し、地域の被災した子供たちのため

に映画の上映会を企画したり、福島からの避難者のためにお正月のお餅を配ったりしました。しか

も、自分のクラブからも退会者が増える中、協力しながら会員数を極力減らさないよう活動しました。

その時の経験を生かし、会員たちに、これから忍び寄るコロナによる様々な被害を踏まえながら、

連絡を取り合い、第5分区の皆様のお役に立てるよう頑張りたいと思います。

●ロータリークラブ歴

2001年 柏崎東ロータリークラブ（当時父親が会長）から新たに輩出した柏崎中央ロータリークラブ

にチャーターメンバーとして入会

2007年 幹事

2011年 会長

2012年 地区職業奉仕委員

2015～2018年 米山記念奨学生カウンセラー

2017～2019年 地区米山記念奨学委員

国際ロータリー第2560地区

2020-21年度 第5分区ガバナー補佐

鈴木 公子 （柏崎中央ＲＣ）
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ガバナー補佐挨拶

ロータリーの入会は、平成14年であります。地区役員は、会員増強委員を2回、職業奉仕委員長、

青少年奉仕委員会のライラ委員長、青少年奉仕副委員長を経験させて頂きました。佐藤ガバナー

と渡邊地区幹事の指導のもと、1年間第6分区の会員の為に、佐藤ガバナーの方針をお伝えしな

がら、ホルガー・クナークＲI会長のテーマ「ロータリーは、機会の扉を開く」を進めて行こうと思いま

す。

佐藤ガバナーの方針でもある「ロータリーで良いことをしよう」を第6分区の会員にお伝えする為、

クラブ訪問は儘ならずオンライン訪問が主となりますが、クラブ訪問も出来る様なら行わせて頂きた

いと思っております。

新型コロナウイルスの問題で退会する会員がおられると聞いていますが、会員の維持の為に各

クラブ会長と思いを同じくする事で「ロータリーで良いことをしよう」で退会者の減少と新会員の加入

で、ロータリアンとして「四つのテスト」で職業奉仕出来る事をお祈り致します。第6分区の例会は、

出席して行うと聞いておりますので短い時間かもしれませんが、会員同士の親睦を深めてもらう事

で楽しいロータリーになる事と思います。

各クラブのお盛会をお祈りしております。

●ロータリークラブ歴

2002年8月12日 津南ロータリークラブ入会

2007－08年 地区職業奉仕委員長

2015－16年 津南RC会長

2019－20年 地区青少年奉仕副委員長

国際ロータリー第2560地区

2020-21年度 第6分区ガバナー補佐

高橋 主計（津南ＲＣ）
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ガバナー補佐挨拶

第７分区ガバナー補佐を拝命いたしました頸北RCの倉茂章と申します。職業分類は歯科医師で

す。COVID-19の感染拡大に伴い、先の見通しがつかない状況の中、第7分区では、佐藤ガバ

ナーのご指導の下、いち早くRI推奨のオンライン会議システムZOOMを導入し会長幹事会を年度

開始前に2回開催させていただきました。各クラブにおかれましても、積極的にZOOMを導入され、

クラブ運営されております。オンライン会議には批判的なご意見も御座いますが、今回私は、第7

分区の会長幹事様方の変化に対応する即応力にビジネス界をけん引するロータリアンの底力を

垣間見たように感じております。「ピンチをチャンスに」「変化を楽しむ」等の頼もしい目標を掲げて

いるクラブもあり、こんな時代だからこそ出来るロータリー活動を積極的に模索するクラブがあること

に、私自身勇気を頂きました。まだまだ、予断を許さない情勢ではありますが、この一年間皆様の

ご協力とお力添えを頂きながらロータリー活動に邁進したいと考えております。微力ではあります

が精一杯職務を全うしたいと考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。

●ロータリークラブ歴

2003年７月１日 入会

2009-2010 会長

2012-2014 地区青少年交換委員長

2014-2018 NPO法人国際ロータリー日本青少年交換委員会 研修部門委員

2018-現在 （一社）国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 研修部門委員

2019-2020 会長（２回目）

国際ロータリー第2560地区

2020-21年度 第7分区ガバナー補佐

倉茂 章（頸北ＲＣ）
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地区研修・協議会の御礼

2020年度地区研修・協議会は、新型ウイルスCOVID-19の蔓延の兆しで本来同様の開催が出来

ず、DVDメディアを活用させて頂きました。

大谷ガバナー・佐藤ガバナーエレクト、地区役員の皆様にそれぞれビデオ収録をお願いしました。

基調講演「“COVID-19拡大”とロータリー」は、パストガバナー渡辺敏彦（新潟南RC）様にお願い

致しました。

今回セミナーは、前例のない中で2020-2021年国際ロータリー会長「ロータリーは機会の扉を開

く」、第2560地区佐藤真ガバナー「ロータリーで良いことをしよう」テーマのもと、今回地区研修・協

議会でどのように伝える事が出来るか模索してきました。

COVID-19との関わり方なども基調講演の中で強く述べられ、これからのロータリー活動に変化

を求められていました。

初めての地区研修・協議会手法でセミナー参加者にどのように伝える事が出来たか否か解りま

せんが、セミナー参加者562名の方達にこれからの活動参考になると考えております。

尚、研修資料収録DVDを第2560地区56クラブへ発送させて頂き、その後地区研修・協議会セミ

ナーレポートを提出して頂きました。

刻々と状況の変化により、地区研修・協議会の資料配布、レポートの回収に時間的余裕がな

かったことにお詫び申し上げます。

今回地区研修・協議会を運営にあたり、コホストクラブの新発田城南RC・新発田中央RC第一分

区RCの皆様のご協力に感謝いたします。

国際ロータリー第2560地区

2020-21年度地区研修・協議会実行委員長

長谷川 竹夫 （新発田城南ＲＣ）
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ローターアクト地区協議会報告

去る6月14日（日）に、ローターアクト地区協議会が開催されました。今回は新型コロナウイルス感

染症の影響により、地区ローターアクト史上初の、Zoomを利用したオンライン研修の形式で行われ

ました。

地区協議会は、次年度のクラブ役員に就任されるアクターを中心に、ローターアクトの基礎知識

を学んでいただき、そして各クラブの垣根を越えて、会員相互が交流する場であります。今までは

一堂に会し、 1 泊2 日の宿泊形式で開催されてきたわけで、それと比較すると、かなり制約された

形式での開催となりました。

3月以降、地区ローターアクトの集会型の会議は全て中止され、Skypeを利用したオンライン会議

を行ってまいりましたが、「研修をオンラインで」という形式が果たして成立するものか否か疑問があ

りました。しかし、ロータリアンと違い、若いアクターはITスキルを駆使して、無事に研修を運営し、

終了させることができました。

坂井地区代表エレクトは、今回の協議会のテーマを「昇華」と定めました。「昇華」とは、「より高度

で社会に認められる目標に目を向け、その実現によって自己実現を図ろうとする」という意味を持

ちます。ローターアクトの基礎知識だけでなく、アクターとして更にレベルアップした活動ができるよ

う、今回の地区協議会は有意義なものであったと確信しております。

国際ロータリー第2560地区

2020-21年度地区 ローターアクト委員会

委員長 関根 功雄（白根ＲＣ）
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１年間の大役と希望の光

佐藤真ガバナーのもと会員増強委員長として、大切な１年が始まりました。

新型ウィルス感染により、ウェブ例会が続いております。

会員増強において、非常に難しい年度になりました。

２５６０地区５６クラブで個々の目標を掲げていると思います。

また、佐藤真ガバナーが言っている様に５年後にどのようなクラブにしたいか？ビジョンを持ってこ

の１年を過ごしてもらいたいと思います。各クラブの増強委員長は会長、幹事と力を合わせ会員増

強を目指してもらいたいと思います。

話は変わりますが、我がクラブに新入会員が入りました。

昨年地元の会社の方々に声をかけて、職ナビを開催しました。地元の中学生に職場体験をしても

らう企画です。その職ナビに彼の会社も参加してくれました。子どもたちに直接、会社説明をし、子

どもたちの質問にも答えていました。

それがきっかけで、ロータリーの奉仕活動の素晴らしさを知り、自分から入会したいということで、７

月から入会していただきました。

まだこんな素晴らしい人もいることを知っていただき、希望の光としました。

ありがとうございました。

国際ロータリー第2560地区

2020-21年度地区 会員増強・地区拡大委員会

委員長 大平 力（中条胎内ＲＣ）

中条胎内ＲＣ新入会員荒井賢也さん（写真右）
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第2560地区 2019-20年度6月末 会員数およびMy Rotaryアカウント登録率
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