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　みなさん、こんにちは。昨日（６月 21 日）の部分
日食はご覧になりましたか？私は妻から「不審者と
間違われないように」と言われながら約２時間、青
田川の土手に腰掛け楽しみました。
　次に部分日食がよく見えそうなのは 2030 年６月１
日ということもあり、昨年から数名の方と国際大会
の次は台湾で会いましょうと楽しみにしていたので
すが、コロナ騒動で叶わず残念です。ただ、雲一つ
ない好天だったのがせめてもの慰めです。
　私は小学生の頃、青空の向こうに何があるのか考
え始めたのが宇宙に関心を持った最初でした。その
時は幼いころ読んだ「ガリバー旅行記」を思い出し、
見たこともない巨人が風船を膨らませ、自分はその
壁に張り付いている（まるでガンダムのコロニーで
すね）と考えた覚えがあります。その後、地球も月
も太陽も動き、宇宙の広がりを知り、そしてビック
バンを知った時、さて困った…恥ずかしながら私は
「０

ゼロ

」が理解できず意地を張り、小学校３年の算数テ
ストで０点を取ったことがあります。還暦を目の前
にした今は「０

ゼロ

」に加えて「無限」も理解できなく、
時折考えれば考えるほど眠れず、私にとって面白い
けれどまったく迷惑な存在です。若いころから複数
の宇宙論等いろいろ考えてみても適当を得ず、納得
いく日はまだまだ遠いようです。

2020 年６月21日　部分日食

第43回例会 №426月19日㈮

　今回も太陽の前を通り過ぎる（？）月を見ながら、
頭の中ではそこに広がる空間を頭に描いていました。
今、世の中はコロナ騒動でなんだかおかしなことに
なっていますが、周囲に目を配ると人間以外は変わ
らない時間が過ぎているようです。こんなときだか
らこそ、空を見上げてみてはいかがでしょう？
　そういえば、幾度か清里の星のふるさと館へ昼間
の星を見せてもらいに行きました。真っ青な空の中
に浮かぶ星々、それが惑星の場合は「ポツン」、恒星
の場合は「ギラギラ」と夜よりも惑星と恒星の違い
を感じられるので子供を連れて行ったこともありま
す。目を望遠鏡から外すとただ青い空なのですが、
その中に無数の星がある、頭ではわかっていても不
思議な体験は子供たちの目をキラキラさせるのです。
　2030 年の次はいよいよ 2035 年９月２日午前 10 時
過ぎの皆既日食、上越でも観られますが皆既時間は
２分程度ですが太陽高度も高く見応え十分、ワクワ
クします。個人的には真っ暗になる曇天を期待して
います。
　2035 年の皆既日食を皆さんと一緒に観られること
を願い、結びに、落語「目黒のさんま」の下げ、殿
様「やはりな。さんまは目黒に限る」をもじって「皆
既日食は曇りに限る」としめさせていただきます。
　一年間駄文にお付き合い下さり感謝申し上げます。

会長挨拶会長挨拶

17：04
ほぼ最大食

17：34
だいぶ上に移動しました
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左上にわずかに月が
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出席率　96.36％

大島　誠君・伴　長門君（６/14 第７分区会長幹事会）

ロータリー財団ポールハリスフェロー表彰
　石倉　悟君・伴　長門君・箕輪賢一君

出席・ニコニコBOX委員会
齋�藤俊幸君―来週欠席のため今日今年度最後の
仕事となりました。一年間ありがとうございま
した。

親睦委員会―最終例会のご案内
会�長エレクト―７/10 ガバナー公式訪問について、
地区研修協議会資料配布について、2020-21 年度
年会費についてのご案内

配布物：�週報№ 41、2020-21 年度年会費についての
ご案内

報　告：最終例会について

◇社会奉仕委員会　羽深委員長
１．関川クリーンアップ作戦（19 年７月）
台風の為、増水の危険性があり中止
となりました。

２．市内美化運動（19 年 10 月 23 日）
地区大会前に高田駅前のプランターにお花の植
栽事業

３．オークション（20 年２月７日）
親睦会も兼ねた、オークションには多くの物品
及びサービスの提供を頂きました。
当日のオークション総額 213,500 円となりご協
力有難うございました。

４．高田公園での、みどりのフェスティバル（４月29日）
桜の苗木 100 本配布予定、コロナ禍の関係で中
止になってしまいました。

５．�地区大谷ガバナーより（COVID-19）で県内の
医師の皆さんにマスクの贈呈の為、社会奉仕委
員会計より、衛星クラブ会員含めて 78 名× 800
円＝ 62,400 円拠出いたしました。

◇国際奉仕委員会　内山委員長
・�グローバル補助金申請活用事業につい
て
２回の委員会メンバーを超えた関係者
を含めた委員会を開催しました。

１回目はグローバル補助金について申請までの勉
強会とスリランカの状況について石田先生より説
明を受けました。
２回目は石田先生がスリランカに行って交流して
きたことについて説明を受けました。
今後どのテーマで進めていけるのか再度石田先生
を窓口にしてスリランカ側に接触してもらい事業
テーマの再検討を行っています。
３月に委員会を開催して検討を進めていく予定で
したが新型コロナウィルスの関係で進んでいない
状況です。
・交換学生フォロー
７月に帰国した交換学生の地区青少年交換員会へ
の出席アテンド、例会で帰国報告会を行いました。

◇青少年奉仕委員会　箕輪委員長
７月 13 日
インターアクト年次大会参加 /新潟市
ホテル湖畔・アグリパーク
　時期は上越にて開催→高田東RC当番

７月 24 日
高田アクトクラブ　チャリティーフリーマーケッ
ト協力／上越まつりにて
９月 18 日
アクトの日参加（アルコール依存症について）／
新潟市鷲巻地域生活センター
10 月 18 日
ライラ研修会参加　２泊３日にて実施／魚沼市舞
子高原ホテル
10 月 27 日
2560 地区ロータリー地区大会開催／アクトメン
バーもお迎えを担当
12 月 20 日
高田ロータリークラブクリスマス家族例会へアク
トメンバーの参加
※�下期に関しては、コロナ感染症の予防対策のため
活動は中止
※次年度への申送り事項
①�今年度、下期計画で実現出来なかったアクトの活
動への交流支援をお願いしたい
②�高田アクトクラブ 50 周年へ向けての活動計画フォ
ロー（２年後予定）
③�地域の青少年との関りを持つ行事の検討を社会奉
仕委員会と合同で検討

◇職業分類・ロータリー情報委員会　橋詰委員長
※活動報告
○職業分類
　本年度は、これまで正会員５名と新たに設立され
た衛星クラブ（高田さくら）の会員 15 名の分類を行
いました。衛星クラブの皆さんの多彩な顔ぶれで新
たな分類を設け、時代のニーズに柔軟に対応する必
要性を感じています。
　新たな分類として大分類で２業種（製造業、書籍
出版）、小分類で 10 業種（郵便、映像企画、ビルメ
ンテナンス、温泉ホテル、割烹、金属加工、スナック、

クラブ協議会②

出 席 報 告出 席 報 告

メイクアップメイクアップ

セ レ モ ニ ーセ レ モ ニ ー

委 員 会 報 告委 員 会 報 告

幹 事 報 告幹 事 報 告

回 日 講演者：演題 会　　場

１７月３日 クラブ協議会１ デュオ・セレッソ

２７月10日 クラブ協議会２ デュオ・セレッソ

３７月17日 会員卓話　長谷川優太君
演題　未定 デュオ・セレッソ

－７月24日 祝祭日休会日 －

４７月30日 卓話　永田雄治様（春日部西RC）
演題　ロータリーは出愛（であい）の場所 デュオ・セレッソ

７月例会プログラム
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鉄道事業、社会保険労務士、書籍販売）を追加いた
しました。
　但し、小分類の士業関係（弁護士、労務士、税理
士等々）は、サービス業の大分類より別けるべきと
の意見もあり、今年度はこれらをサービス業（士業）
として大分類にまとめております。
○ロータリー情報
　「ロータリーの友」を中心にタイムリーな情報を会
員の皆様に話題提供すべく、例会での紹介を幾度か
行いましたが、よりきめ細かい話題提供には委員会
メンバー持ち廻りも検討しても良いかと思います。
　入会３年未満会員対象のロータリー理解を深め
て頂くファイヤーサイドミーティングは、今回の
COVID-19 により、これまで開催できておりません
が、残る１ヶ月で開催できるか検討中です。
　期間も迫っており、次年度の衛星クラブメンバー
へのオリエンテーションを兼ねて同時開催も案かと
思います。

◇会員増強委員会　牧野委員長
※活動報告
・�クラブの年度目標は、純増４名でした。結果は、
４名でした。
入会８名、退会４名。今後新型コロナウイルス感
染の拡大が退会の要因となる可能性が心配されま
す。
「クラブ入会者推薦のお願い」を２回発信し、情報
の蓄積に努めました。ただし、情報のフォロー、
アクションに欠けることがあり、反省しておりま
す。
・�新たに「高田さくらロータリー衛星クラブ」を15
名で立ち上げ、RIより承認されました。
衛星クラブ委員会の皆さんへ深甚なる敬意を表し
ます。入会 15 名。
※引継ぎ事項
・�「高田 RC入会推薦候補者一覧表」の充実を図り行
動できるデータにしてください。

◇会員選考委員会　髙橋委員長
　会員増強委員会と連絡を取って運営してきました。
当クラブの新規入会の是非を検討するまでもなく、
職業人として立派な方ばかりで、全員入会して頂い
たものと、思っています。

◇出席・ニコニコBOX委員会　齋藤委員長
※活動報告
１．委員会　・開催実績なし
２．例会開催状況
・�開催計画44回（通常31回、時短２回、休会９回、
未開催２回）

３．出席状況
・平均出席率　97.65％　・平均出席率　32.06 人

４．ニコニコ実績
・スマイル　185,328 円
・オークション　213,500 円（合計 398,828 円）

５．その他
・�長期欠席者への対応が不十分であった。次年
度の方に引き続きお願いしたい。

◇プログラム委員会　神田委員長
■ �19-20 年度の「プログラム委員会の大方針」に対
するレビュー

１．外部講師の半数以上は女性に登壇頂く
　　→�５回／ 11 回（構成比 45％）と、あと一歩及

ばずで終わりましたが、昨年に比べて、５名
とより多くの女性に登壇頂けたと考えていま
す。

２．�専門的で固い内容の話は避け、なるべく広いジャ
ンルの卓話とする

　　→�教育、文化、法曹、神事、IT、マスコミ、地
域再生、社会学など広い分野からのお話を聞
くことができました。偏りが少なく、話のジャ
ンルを広げられたのではないかと思っていま
す。

３．�事前に講演の内容を確認・チェックし、30 分で
起承転結のはっきりしたわかりやすい内容をお
願いする。

　　→�全員には徹底できませんでしたが、神田が推
薦した外部講師に関しては、ほぼ徹底できま
した。

　時間の関係上、全ての講師に事前確認することは
なかなか難しいと感じています。話の内容について
は、おおむね時間もオーバーすることなく、しっか
りとした興味深い内容が多かったと感じています。
■総括
　当初の目標であった、外部講師全体に対する女性
講師構成が 45％と、半数以上という計画に対しては
未達、髙坂会長の要望でもあった、クラブ会員の講
師構成を高くしてほしいとの要望については、39％
と未達に終わり、両方とも残念な結果に終わりまし
た。いずれも後半戦での挽回が可能と踏んでいまし
たが、３月以降のコロナ禍により７回の卓話が中止
となったのが残念です。

◇親睦委員会　飯塚委員長
　本年度親睦委員会は、葛西委員長の下始動しまし
た。お月見例会直前に委員長の突然の転勤が有り、
引き継ぎ後苦労をしましたが、今期は新会員も多く
積極的に声をかけた結果、委員の皆さんに進んで協
力していただき、委員長代行自身が諸般の事情によ
り例会に参加出来ない中でも、一致団結して委員会
運営に当たれたのではないかと思います。
　突然の引き継ぎや、新型コロナの影響などにより、
例会の座席のシャッフルを上手く行えなかった反省
がありますが、ロータリー歴の浅い親睦委員で集ま
ることも多く、好かった点もあったと思います。

◇広報・会報・雑誌委員会　宮川委員長
　楽しい紙面づくりを心がけました。会員の人とな
りを取材して紙面に掲載しました。

◇ロータリー財団委員会　髙槗委員長
　特別な事はありませんが、今年度は当会輩出のガ
バナー年度と言うこともあり、目標達成に向けて早
目に行動をおこしたことと、多くの皆さんの協力と、
特に、大口の寄付者の方々に感謝申し上げます。

◇米山奨学委員会　小池委員長
　寄付目標額１人２万円達成を事業計画の中心に活
動しました。５月中旬に１人平均 23,855 円となり目
標をクリヤーしました。後半、新型コロナウイルス
の影響で活動休止を余儀なくされるというアクシデ
ントにも関わらず目標を達成できたことは、会員各
位のご理解とご協力のお陰であり、多額の寄付で後
押しして頂いた結果です。心から感謝とお礼を申し
上げます。このほか委員長セミナー、第７分区の米
山奨学生を囲んでの交流会等に参加し、研修交流を
深めました。


