
 

第 2205 回（10 月 20 日）例会報告 

【懇談会】 

 相原茂吉ガバナーとの懇談会 

  長谷川博 会長 

  鈴木敬一郎幹事 

  入会 3 年未満会員   

    中村重継会員 

    林洋一 会員 

    山岸泰輔会員 

 

【例会】 

＊点    鐘      長谷川 博 会長 

 国歌斉唱(君が代） 

＊ロータリーソング  奉仕の理想 

 「ロータリーとは何ですか？」 

  ロータリーを他人に告げる歌 

 ４つのテスト 

＊来訪者紹介 

  国際ロータリー第 2570 地区   

     ガバナー  相原茂吉 様 

     地区幹事  坂口孝  様 

     副幹事   和田尚也 様 

  米山記念奨学生 テイ・チンさん(マレーシア） 

＊表彰 

 ロータリー財団 べネファクター 長谷川博 会長 

＊会長報告        長谷川 博 会長 

＊幹事報告      鈴木敬一郎 幹事 

＊出席状況報告      中村重継 委員長 

＊ニコニコ報告      長島 豊 委員長 

 

 

 

＊本日の講話 

  国際ロータリー第２５７０地区 

    ガバナー  相原茂吉 様 

＊点    鐘     長谷川 博 会長  

 

 

【クラブ協議会】 

  コーディネーター   五十幡和彦会員 

  パネラー       阿部秀二郎会員 

             大谷文孝会員 

             高橋貴子会員 

【公式訪問 慰労会】 

  乾杯   川野健人直前会長 

    歓談 

  締め   大谷文孝会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 



【懇談会】 

相原茂吉ガバナーとの懇談会 

  長谷川博 会長   鈴木敬一郎幹事 

  入会 3 年未満会員   

    中村重継会員  林洋一 会員 

    山岸泰輔会員 

 

 

【例会】 

 

 

 

 

 

 

 

 



来訪者紹介 

  国際ロータリー第 2570 地区   

     ガバナー  相原茂吉 様 

     地区幹事  坂口孝  様 

     副幹事   和田尚也 様 

  米山記念奨学生 テイ・チンさん(マレーシア） 

 

 

 

表彰 

 ロータリー財団 べネファクター 長谷川博 会長 

 

 

 

 

 

 

 

         会長報告 

 

              長谷川 博 会長 

改めて感じる日本の魅力 

 

 コロナ禍の中、海外との行き来が出来なくなって久

しくなります。国内の移動も自粛を求められていまし

たが、この夏より GoTo トラベル事業が始まり、国内

旅行をした方も多いのではないでしょうか。その中で

私が感じたのは、観光地としての日本の魅力です。 

 ほんの少し前まで日本で外国人観光客を見ることは、

京都のような場所をのぞき珍しいことでした。しかし

政府がインバウンド政策をとって以来、年々その数は

増加し、観光地としての日本の評価も高まる一方です。

そしてコロナ禍の中、外国人観光客のいなくなった観

光地を巡ってみると、日本に住む私たちが気が付かな

かった素晴らしい場所が数多く眠っていたことに気づ

かされます。例えば鄙びた温泉宿なども、我々が「よ

くある古い観光地」と感じていたものに日本らしさを

感じて評価し、そこから人が集まることで投資が生ま

れ、結果日本人にとっても魅力的な観光地に変化する

などあると思います。 

訪日外国人観光客への意識調査で、コロナ終息後に

訪れたい観光地として日本がトップに選ばれました。

日本の清潔さが高く評価されたということだそうです。

確かに日本は公衆トイレに至るまで非常に清潔で、安

心して過ごすことができます。それは世界的に見れば

決して当たり前ではなく、携わる多くの方々の絶え間

ない努力によって保たれているものです。海外と比較

すると、つい至らないところにばかりが気になります

が、改めて日本のよい面にも目を向け、評価すべきと

ころは評価する時期に来ているのではないかと思いま

す。 

 



幹事報告 

 

鈴木敬一郎 幹事 

本国際ロータリー第 2570 地区 相原茂吉ガバナー

の御来訪を歓迎いたします。本日の講話よろしくお願

いいたします。 

幹事報告をさせていただきます。 

10 月 24 日（土）第 2206 回例会は、日本さくらロー

タリー会合同例会が小名浜オーシャンホテルにて開催

されます。本年度幹事クラブはいわき桜ロータリーク

ラブです。移動例会となります。移動手段等について

は 10 月 21 日クラブ友好特別委員会炉辺の後、登録者

にご案内させていただきます。 

11 月 3 日（火・祝日）第 2207 回例会は、第 2570 地

区 地区大会が川越ウエスタにて開催されます。午後

の式典は当日の登録も可能とのことです。希望の方は

幹事・事務局までご連絡お願いいたします。 

また今月 13 日の理事会において会長ノミニー指名

委員会に関する細則の変更案が承認され、同日附けで

会員の皆様へ変更細則案を送付させていただきました。

諸般の事情により移動例会ではありますが、次回の

2206 回例会において変更案の採択をお願いしたいと

考えております。ただ次回例会の出席が叶わない会員

の皆様の、ご意見も諮りたく本日の例会に採択に関し

ての案内を配布させていただきました。採択に関する

賛成、反対または次回例会時の委任に関して意志の表

明をお願いいたします。 

本日も皆様に長時間のご協力をお願いすることにな

ります。SAA の案内にしたがって感染症予防対策にご

協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

出席状況報告 

       中村重継 委員長   

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５２名 ５０名 ４０名 １名 ８２% 

 

ニコニコ報告 

 長島 豊 委員長 

長谷川会長 相原ガバナー、田代ガバナー補佐ご来訪

ありがとう御座います。 

鈴木幹事  相原ガバナー講和よろしくお願いします。 

細井パストガバナー 国際ロータリー第 2570 地区ガ

バナー相原茂吉様ご来訪ありがとう御座

います。 

清水会員 「創立時 来訪の秋 相原ガバナー」2 代

矢沢会長の時の公式訪問以来、栗原初代

会長共々お世話になりました。 

横川会員 相原ガバナー、ご来訪誠にありがとう御座

います。 

井上会員 相原ガバナー本日はご来訪ありがとう御座

います。衛星クラブの進行はどうでしょう

か。第 1 グループは成功なので、私どもも

頑張ります。よろしくお願い致します。 

矢澤会員 相原ガバナー、ようこそお越し下さいまし

た。ご指導よろしくお願い致します。 

新井会員 RID2570,相原ガバナー本日は公式訪問、楽

しみにお待ちしておりました。よろしくお

願い致します。 

橋本恭一会員 相原茂吉ガバナーご苦労様です。ご指

導よろしくお願い致します。  

島﨑会員 本日「鄭晴」と一緒に越生毛呂 RC に卓話

に行ってきました。相原ガバナー、くれぐ

れも委員会でも無いのに、自分から手を挙

げて行ったわけではありませんので。 

田島会員 相原ガバナー公式訪問歓迎いたします。本

日はよろしくお願い致します。 

倉持会員 ガバナー公式訪問例会祭してのお祝いのス

マイルメッセージお願い致します。                                                                                                                                                                                                                                      

阿部会員 相原ガバナー公式訪問お待ちしておりまし

た。講和を楽しみにしております。ご指導

よろしくお願い致します。 

五十幡会員 本日はガバナーご来訪楽しみにしており



ました。講和とご指導よろしくお願い致し

ます。 

川野会員 相原ガバナー公式訪問ありがとう御座いま

す。 

宮本会員 相原ガバナー公式訪問ありがとございます。

本日よろしくお願い致します。 

 

（相原ガバナー講和よろしくお願い致します。）の同

文として、田中清自、田邊弘司、三島務、

神田日出雄、渡辺昭孝、春日雅樹、上原謙

一、大谷文孝、町田知啓、藤倉武、田村宏、

梁瀬里司、高橋貴子、橋本祐一、丑久保紀

美、長島豊、山際満、飯塚秀司、松岡由浩、

中村重継、林洋一、山岸泰輔 

 

本日の講話 

 

    国際ロータリー第２５７０地区 

     ガバナー  相原茂吉 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【謝 辞】 

 

 

 

 

 

 



【クラブ協議会】 

  コーディネーター   五十幡和彦会員 

  パネラー       阿部秀二郎会員 

             大谷文孝会員 

             高橋貴子会員 

 

 

 

 

【公式訪問 慰労会】 

 

ご挨拶  田代充雄ガバナー補佐 

 

乾杯   川野健人直前会長 

 

 

 

 締め   大谷文孝会長エレクト 

 

 

 


