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■司　　会　親　睦　北澤　正浩
■開会点鐘　会　長　安藤　公一
■出席報告

■オンライン　宋、佐藤（真）
■本日の欠席者　
関口（大）、東谷、中谷、二宮、福村
■会長報告　　　　　　　　　　　安藤　公一
　コロナ感染者の増加の勢いは未だ衰えを見せ
ず全国で 20 万人を越えており、死者数も昨日
は全国で 115 名と 5 か月ぶりの高水準となっ
てしまいました。当分の間は、今までの感染対
策を緩めることはできそうにありません。一方、
酷暑が戻ってきたのと同時に各地を襲った記録
的短時間豪雨も続いています。雷、突風、豪雨、
所によっては雹とそれによる停電、災害は突然
襲ってくることを忘れてはいけないと強く感じ
ています。先週はそれに加えて鹿児島の桜島の
噴火も発生し、日本全国が災害列島であること
を再度認識した次第です。被災された地域の皆
様には心よりお見舞い申し上げたいと思います。
　変わって、明るい話題としては 16 日から始
まった世界陸上が現地時間 24 日に閉幕しまし

た。女子槍投げの北口選手の最後 6 回目の投て
きで決めた銅メダル。心の強さ・勝負強さに感
じ入りました。そして男子 35km 競歩でトッ
プと僅か 1 秒の差で銀メダルとなった川野選手
の頑張りもすごかった。惜しくもメダルには届
かなかったものの男子リレー 400m X 4 の選手
達もしっかりと日本新記録を更新し次に期待を
抱かせる結果を出してくれました。昨晩行われ
たプロ野球オールスターでの清宮幸太郎の 9 回
裏２アウトからのサヨナラ本塁打もお見事でし
た。本人、パリーグ監督も含め解説者達も驚い
ていたようです。これを良いキッカケとして今
後益々活躍していくことを期待します。因みに
皆さんご存じの方も多いと思いますが、彼の父
親は早稲田ラグビー部で私の 11 年後輩の清宮
克幸、現日本ラグビーフットボール協会副会長
です。
▶地区関連では、8 月 19 日㈮に青少年奉仕委
員会のセミナーが開催されるとの案内がきてい
ます。新川さんにご参加をお願いしました。
　明後日には瀬谷 RC の夜間例会に新川幹事と
参加してくる予定です。
　本日は、元々関口大樹会員のイニシエーショ
ンスピーチでしたが、濃厚接触者の影響で本日
例会参加できなくなり、その代わりに急遽北澤
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さんが卓話をなさって頂けます。宜しくお願い
致します。
１）7/31 ㈰ 12:30 ～地区インターアクトサマー
ミーティング（ワークピア横浜）が開催されます。
２）8/2 の奉仕委員長会議に市川さんがご参加
頂けることになりました。
▶クラブ関係
３）9/14 ㈬例会時に第 3 回クラブ協議会を佐
藤ガバナー補佐（新横浜 RC）の下、開催します。
４）9/28 ㈬例会時に志村ガバナーが来訪され
ます。
■幹事報告　　　　　　　　　　新川　　尚
１）例会臨時変更のお知らせ
○横浜南陵ロータリークラブ
日時　８月６日㈯　移動例会　夏期家族会
　　　　　KKR ポートヒル横浜　17 時点鐘　
　　　８月 11 日㈭　18 日㈭　休会
　　　９月 22 日㈭　休会
　　　９月 29 日㈭　夜間移動例会　
　　　　　　　　　　18 時 30 分点鐘
　　　11 月３日㈭　休会
　　　11 月 24 日㈭　夜間移動例会
　　　　　　　　　　18 時 30 分点鐘
　　　12 月 15 日㈭　クリスマス家族会
　　　　ローヤルホールヨコハマ（通常例会場）
　　　12 月 29 日㈭　休会
○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ
日時　８月 16 日㈫　休会
■プログラム委員会　　　　　田川　富男　
　卓話にて皆さんにお願いがあります。現在の
コロナのために発表が出来ない事も多くなると
感じますので、バックフォローとして皆さんに
５分間情報等を考えて例会に出席していただけ
れば助かります。
■ニコニコ BOX
安藤　公一／北澤さん本日の卓話よろしくお願
いします。昨晩のプロ野球オールスターでの清
宮選手のホームラン凄かった。
新川　　尚／北澤さん、急遽の卓話よろしくお
願いします。

北澤　正浩／本日、卓話をさせていただきます。
準備不足の為、退屈な話になると思います。ご
容赦ください。
関口　友宏／北澤さん、今日の卓話ご無理をお
願いして申し訳けありません。
内田　　敏／北澤さん本日の卓話よろしくお願
いします。
市川　慎二／北澤さん卓話楽しみです。
佐藤　利明／暑中お見舞い申し上げます。関口
さん本を戴きまして有難うございます。
五十嵐　正／北澤さんのピンチヒッター卓話大
変ですね。宜しくお願いします。
岡田　　隆／北澤さん、本日の卓話よろしくお
願いします。
田川　富男／関口大樹さん濃厚接触大変です
ね。次回にてイニシエーションスピーチお願い
します。
平子　智章／北澤さん、一般卓話宜しくお願い
します。
■コロナ禍の海外旅行について　北澤　正浩

　今回は急遽の卓話担当になりましたので、趣
味の話をさせていただきます。私は海外旅行が
好きで、若い時から近場の海外によく旅にでま
す。異国に行き、歴史ある遺跡や、日本とは違
う街並みを見て回り、その国独自の料理を食べ
ることで、忙しい日常の気分がリフレッシュさ
れます。現在は残念ながら新型コロナウイルス
のまん延により、以前のように簡単に海外旅行
に行ける状況ではありません。私も３年近くの
間、海外へ行くことを夢見てきましたが、そろ
そろ我慢も限界になってきました。今、こうい
う話をするのは不謹慎だと思われる方もいらっ
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しゃるとは思いますが、コロナ禍の中で海外旅
行についてお話しさせていただきます。
　今年の GW 中のニュースで海外旅行に行く人
でにぎわう空港の映像を見た方も多いと思いま
す。中国をはじめ、未だに観光目的の入国を禁
止している国はありますが、感染低リスク国で
あればという制限はあるものの、海外旅行が可
能な国がここ数か月で大幅に増えました。ヨー
ロッパでは入国制限完全解除が進み、東南アジ
アの国々もアメリカも入国制限を緩和していま
す。入国制限を実施している国でも、以前は必
須であった一定期間の隔離もしなくて済む国が
ほとんどになりました。ただし、ワクチンの完
全接種でないと PCR もしくは抗原検査の陰性証
明書が必要だったり、医療保険加入の証明書も
必要な国もあるそうです。
　続いて、帰国する為の必要事項について話し
ます。日本の入国制限は世界の中でも厳しいの
ですが、日本国籍者については以前よりも大幅
に緩和され、感染リスクが低い国と地域から帰
国の場合は、これまで入国者全員に行われてき
た入国検疫での PCR 検査が免除され、自宅待機
も免除されるようになりました。ただし、面倒
なのは日本入国前に渡航先出国前 72 時間以内
に検査を受け、医療機関等により発行された陰
性の検査証明書を用意しなければなりません。
渡航先で検査を受けるということは、手間や費
用のことを考えると、いちばんのネックになっ
ています。また、空港到着時の検疫検査につい
ても手続きを事前にアプリで済ませるシステム
がスタートし、簡素化が進みましたが、依然と
して空港内を延々と歩かされながら確認作業を
行う手順は省かれず、入国するまでに数時間か
かるケースもあるようです。
　ここまで海外旅行について明るい話題をお話
しさせていただきましたが、現在はオミクロン
株の新たな派生型「ＢＡ・５」による感染の拡
大により、残念ながら海外はもちろん、国内の
旅行も控えるようになってきました。この先い
つまでこの状況が続くのか先は見えませんが、

いつの日か制約なく海外旅行へいける時期がき
ますように祈り、まずはコロナ禍を沈静化させ
る為に、これからも感染防止へ努力していきます。

■コロナ禍でも会員増を実現：
7つのヒントをご紹介

投稿日 : 6 月 7, 2021 ロータリーボイスより
寄稿：デイブ・ライランダー（Dave Rhylander、
米国コリアービル・ロータリークラブ会長）
　地域社会での奉仕が認められ、商工会議所に
よる「非営利団体オブ・ザ・イヤー」を受賞し
たコリアービル・ロータリークラブの会員の皆
さん新型コロナ流行の中でもクラブを成長させ
ることは可能でしょうか。その答えは「イエス」
であると、私たちは胸を張って言うことができ
ます。
　新型コロナウイルスはロータリークラブだけ
でなく世界に多くの課題をもたらしましたが、
それでも、会員の意欲をかき立て、奉仕への参
加を促し、入会への関心を高める方法はありま
す。
　昨年 6 月、私たちのクラブは 20％の会員増
加を目標に掲げ、現在までに 13 人の新会員
が入会しました。なぜ「20％」かというと、
2000 年代のはじめに 100 人だった当クラブの
会員数が年々減っており、年に 20％増なら 3
年後（またはそれよりも早く）に会員数が 100
人に戻るという計算だからです。たやすい目標
でないことはわかっていましたが、ビジネスや
スポーツと同じく、まずは目標を定め、達成に
向けた計画を立てることが大切です。
　1 年足らずで 13 人の入会がどのように実現
したのか。私たちが実行した七つの項目をご紹
介します。
①「法人会員」を導入：7 月から導入した法人
会員制度では、一つの法人から数名の会員が例
会に出席できます。当クラブでは、ロータリー
のガイドラインを参考にして、一つの法人から
主要会員が 1 名、その会員が出席できない場
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ピックアップしてその人のプロフィールを紹介
し、ロータリー会員の素顔を見てもらいました。
また、例会の様子をフェイスブックに投稿した
り、募金活動の写真を投稿して支援を呼びかけ
ました。こうした努力によって、「ロータリー」
という言葉が多くの人びとの目に留まりまし
た。
⑥さまざまな例会オプションを提供：対面式の
例会に直接出席できない人は、Zoom で出席で
きるようにしました。また、保健局のガイドラ
インに従い、例会前日にこれを掲載することで、
会員が状況を把握できるようにしました。新型
コロナ感染者の増加によって、12 月と 1 月に
は地元地域がほぼ閉鎖され、直接対面式での例
会は行いませんでした。
⑦多様性を重視：会員が多様であれば、活力や
新しいアイデアがもたらされます。若い世代を
引きつけるには、魅力的なプロジェクトを実施
するのが一番です。幼い子どものいる若い会員
は、ポリオの予防接種、歳末のクリスマスプレ
ゼント、貧しい国の子どもたちへの無料の心臓
手術といった奉仕の大切さを理解しています。
　今年度の会員増強の取り組みはまだ終わった
わけではありません。年度末までにあと 5 ～ 8
人は入会させたいと考えています。私たちのク
ラブにとって、コロナ禍の 1 年は、二桁の会員
増を実現した 1 年でもあります。皆さんのクラ
ブはいかがでしょうか？

■次週卓話　関口大樹イニシエーションスピーチ

合に代わりの人が出席できる、というモデルを
採用しました。これによって、従来は入会しな
いような人も入会することになったのです。地
元には大手企業数社の本社があり、法人会員に
よってクラブの会員層が厚くなっただけでな
く、さまざまな企業の関心を引き、ロータリー
のイメージ転換のきっかけにもなりました。
②女性と若い職業人の入会を促す：「高齢男性
のクラブ」というイメージを払拭するのが狙い
でした。女性会員と若い会員にプロジェクトを
担当してもらい、地域社会の目に留まるように
することで、これらの会員が地域社会での「大
使」となりました。クラブに若い会員や女性会
員がいることを見てもらえれば、入会への関心
が高まるだけでなく、クラブの奉仕活動にも注
目が集まります。13 人の新会員のうち、6 人が
女性です。
③オンラインの入会申込書を作成：オンライン
で簡単に入力できます。
④認知度向上につながる奉仕プロジェクトを実
施： 人助けのための奉仕活動に関心がある人た
ちの注目を引くことができました。今年は、年
末に街角に立って募金を行い、会員とその家族
など大勢が参加しました。街角に立っていると、
関心をもった人たちが寄ってきて、「どうした
らロータリーに入会できるの？」と聞いてきま
す。集めた資金のほとんどは、団体の管理費や
人件費ではなく、恵まれない人たちを助けるた
めに活用されます。また募金に参加した人たち
は皆、とても充実した経験だったと口をそろえ
ます。人助けの大切さを子どもに教えたいと、
子ども連れで参加する人もいます。つい先日、
クラブの奉仕活動が称えられ、地元商工会議所
から「NPO オブ・ザ・イヤー」を受賞すること
ができました。
⑤ソーシャルメディアで会員を紹介：ロータリ
アンではない人たちにも活動を知ってもらい、
仲間になりたいと感じてもらうため、ソーシャ
ルメディアを活用しました。毎週、会員 1 名を

地域社会での奉仕が認められ、商工会議所による「非
営利団体オブ・ザ・イヤー」を受賞したコリアービル・
ロータリークラブの会員の皆さん


