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940 2021/5/19 15:57 奉仕プロジェクト委員会　委員長 視聴した

当クラブでは社会奉仕プロジェクト事業として、子供達の成長支援を

テーマとしたスポーツイベントの主催を次年度に準備しております。 

このイベント通じて、茅ヶ崎市、湘南地域とのつながり（コミニケーショ

ン）をより深くしていき、クラブの発展に努めます。 

オンライン研修ではサイト内でVTRや資料などの掲載が常時あるの

で、反復での確認からの気付きや他委員会の情報や方針が共有さ

れるのでとても良いです。 

対面での研修は親睦に直結し良いとも思いますが、デジタル化を進め

ることにより、皆様の時間的な拘束も自由になる利点があると考えま

す。

今後ともご指導の程、よろしくお願い致します。

939 2021/5/19 13:48 奉仕プロジェクト 視聴した

ロータリーに加入して２年目になりました。次年度国際奉仕委員長を 

拝名することになりました。皆様に伺いながら、意味のある活動ができ

るよう尽力致します。

最近はオンラインが増えましたが、年配の方たちはついていくのが大変

だと思います。時代ですから仕方ないですが、やはり味気ないものです

ね。

936 2021/5/16 18:53 奉仕事業委員会委員長 視聴した

今年度同様に難しい状況が続くことが予測されるが、実施しているクラ

ブの奉仕事業を次年度も引き続き実施していく所存でございます。 

コロナ禍でも実施が可能なフォーマットを打ち出し、委員会メンバーを

中心にクラブ一同の団結をもって事業の実施に努めて参ります。 

成功のカギとなる関係者や協力団体とも事前に連携し、より求められ

たものに応えられる事業となるように最善を尽くしてまいります。

YouTubeLiveの全体会議は話は分かりやすく、映像も見易かった

が、資料が確認しにくい部分があった。 

PC上に共有がされるなどしたらより良かったのではないかと存じます。 

運営が非常にスムーズに執り行われており、オンラインでの参加でも集

中して視聴することが出来た。

933 2021/5/15 19:52 国際奉仕委員会委員長 視聴した

コロナ禍のなか、どういった活動ができるか、委員会あるいはクラブ会員

と協議しながら、アイデアを出していきたいと思います。

次世代の人材の育成について、ロータリークラブが何ができるか考えな

がら拝見していました。

919 2021/5/12 11:17 奉仕プロジェクト 視聴した

906 2021/5/10 16:21 奉仕プロジェクト担当理 視聴した

903 2021/5/10 14:30 奉仕プロジェクト 視聴した

コロナ禍の運営になりますが、活動を止まることなく実施できるよう 

努力して参ります。

パワーポイントの画像は共有画像で出して頂けると良かったです。 

少し見づらい感じがしました。

902 2021/5/10 14:15 奉仕プロジェクト 視聴した

コロナ禍で人の集まる奉仕活動に制限があるかも知れませんが、オン

ラインを用いて出来る限りの奉仕活動を実施したいと思います。

スライド画面が小さく、見づらい時間帯が多かったように思います。最

初に、スライド資料をダウンロードできるようにして頂き、その後オンライ

ン研修を受ける事が出来れば良かったと思います。

特にございません。

901 2021/5/10 10:59 奉仕プロジェクト 視聴した

898 2021/5/9 15:39 直前会長　無任所理事 視聴した

ワクチンが全対象者に接種されることと思います。

2022年3月頃に小学生.中学生に国語力を強くするため、スピーチ大会を開

催したい。大磯町では前例がありませんが、チャレンジしたいと思います。

勉強になりました。

893 2021/5/9 6:24 国際姉妹クラブ委員長 視聴した

クラブで地区との繋がりが身近なものであり 

クラブの活性化と発展のために地区との連携を密に出来たらと考え 

国際奉仕の分野で活動致します。 

ご指導よろしくお願いします。

入会年数20年にして　今期この機会を得てe-ランニングを勉強しまし

た。始めましたら　ハマってしまう程素晴らしいeランニングである事に気

付きました。

今後はeランニングを勉強しながら地道にロータリークラブについて

学びたいと思います。

ご指導よろしくお願いします。



891 2021/5/8 23:20 奉仕プロジェクト 視聴した

相模原東ロータリーは30年間を渡り地域小学生剣道大会の支援活

動を行って参りました。 

コロナの影響で新しい奉仕活動のプロジェクトをなかなか決められずに

おります。 

次年度に関しては例会に於いてフォーラムで議論してから決定しようと

思っております。

素晴らしい地区研修協議会でした。 

この地区研修協議会ポータルサイトは会員の皆様に視聴してほしい

です。 

それぞれの担当役職の方だけではなく全会員も受講できるようにすれ

ばクラブの活性化に役立つと思います。

この地区研修協議会ポータルサイトを新年度の例会で活用し勉強会

を行いたいですが使用する事は可能でしょうか。

889 2021/5/8 22:21 奉仕プロジェクト 視聴した

社会奉仕を担当しますが、主旨を外れないように頑張ります。 音声で聞き、プリントアウトして、資料を保存出来たので見返すことが

できるので、委員会を開催するときに、奉仕プロジェクトの方向性を伝

えやすい。

888 2021/5/8 22:13 奉仕プロジェクト 未回答

887 2021/5/8 21:57 奉仕プロジェクト委員長 未回答 コロナ禍でもできる奉仕活動 コミュニティー　がない コロナ禍でどのように活動する

886 2021/5/8 21:22 奉仕プロジェクト 視聴した

私は昨年度会長を仰せつかっておりました。 

途中コロナの影響で中途半端な年度末終を迎えました。 

当クラブは社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕と分かれており次年度は

社会奉仕を理事として担当します。会長の際に地元の協力者の皆

様と将来を見据えた話し合いなど宿題を残したままでした。 

事業を実施することはもとより地域との連携や人々とのご縁を大切に

できなければ奉仕の輪が広がるとは思えません。 

また公共イメージも効果が上がりません。 

次年度は新型コロナによって気付かされた、会員はもちろんのこと地域

社会の人々との絆を再認識し、共存、協力し合える関係づくりの再

構築を図り行動する所存です。

自分のペースで受講できるのは良いと感じています。 特段ございません。 

思いやりが薄れている昨今、大切にしたいキーワードです。 

871 2021/5/8 15:53 奉仕プロジェクト 視聴した

870 2021/5/8 15:52 社会奉仕プロジェクト委員長 視聴した

私は一昨年１１月の入会で、まだ日が浅いにもかかわらず先輩の温

かいお気持ちで今回社会奉仕委員長に推薦していただき、お役に立

てることがあるならと思い拝命することにしました。 

次年度は我がクラブ発足６０周年の佳節を迎えます。 

諸先輩方がつないでこられた活動を継続するとともにさらに発展できる

よう、当クラブ会長の方針にもうたわれている感謝の心で、取り組んで

まいりたいと思います。 

そのために、地域の課題やニーズをとらえ、地域で活動する諸団体とも

連携を取りながら具体的な社会奉仕の計画をたてたいと考えていま

す。 

先輩や仲間と協力し充実した奉仕活動の１年にしてまいります。

私は、各人がそれぞれ自分の職業や立場を通じて社会に奉仕すると

いう理念に共感しています。 

また、何よりも理念を実践することの重要性や多様な多くの人々と理

念を共有して社会の課題解決を世界的に広げていることに感銘を受

けました。 

研修の内容は具体的で実行しやすく構成されており、参考になりまし

た。 

先輩方の指導を仰ぎながら委員長としての責務を果たし、クラブの皆

様と楽しく活動していきたいと思います。

863 2021/5/8 11:38 奉仕プロジェクト 視聴した

コロナ禍にあって今まで通りの活動が制限される中、この時代をロータ

リーの理念を失わず、来るべき未来に備えるための準備期間と捉え、

今こそ職業奉仕で何ができるかを会員とともに考え実行する一年とし

たい。

久保田ガヴァナー、田島次年度ガヴァナーのロータリーに寄せる思いを

共有できて自分にとってのロータリーの存在意義を確認することができ

た。また疑問に思うことなどを自分のペースで理解しながら研修できた

のはオンラインならではだと思う。

特になし。

848 2021/5/7 20:01 奉仕プロジェクト 視聴した



838 2021/5/7 15:05 職業奉仕委員会　委員長 視聴した

入会して初めての委員長を務めさせていただきます。 

まだまだ勉強が足りませんが、諸先輩方にお助けいただきながら 

頑張りたいとおもいます。

とても見やすくて分かりやすかった。 

決まった期間の中で、自分のスケジュールで受講できるのは、 

良いと思います。

特にございません。

836 2021/5/7 13:05 奉仕プロジェクト委員長 視聴した

今年度計画していた地域での奉仕事業は、コロナ過により縮小して

行う事となった。次年度は、新たな他クラブや地域と協力しての奉仕

事業の開催は難しい事と思われる。各奉仕事業は、例年通りの活動

が意地出来れば良いと思います。まずは、安全・安心に、事故、怪

我、病気、感染等リスク無く活動し、その中で改めて何が出来るか、ク

ラブ全体で意識を持って考える。

クラブ奉仕プロジェクト委員会を中心として、会長エレクトと意見交換

し、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の、

五大奉仕部門について、クラブの現状を把握し正しく評価して、「もっ

と行動し、もっと成長する」ためにイニシアチブをとっていかねばならな

い。

世界、地区、地域とグローバルな活動からコアな活動まで、様々な支

援やアイデアを得られることが出来ることを、あらためて知ることが出来

た。

高い倫理基準を保ちながら、様々なリスクに対処できるように奉仕を

立案し、自他ともに人生を豊かにするために活動をする。まずはロータ

リー奉仕デーになにが出来るか。

クラブ奉仕プロジェクトについて、地区との協力はどのようにしますか？

広報の協力は？

どのような協力ですか？

835 2021/5/7 11:40 奉仕プロジェクト 視聴した

831 2021/5/7 9:50 社会奉仕委員会　委員長 視聴した

社会奉仕委員会として当クラブで毎年行われている図書寄贈を行うとともに、

地域社会での問題点や必要とされている奉仕を検討し実現に向けて行動す

る事。

825 2021/5/6 23:26 職業奉仕委員長 視聴した
本年度テーマの理解を深め、会員への職業奉仕の理念理解と職業倫理の高

揚に努めます。

非常にわかりやすく、大変勉強になりました。 ありがとうございました。事業企画時に相談させていただくことができましたら相

談させていただきます。

809 2021/5/6 17:12 奉仕プロジェクト 視聴した

802 2021/5/6 14:17 奉仕プロジェクト 視聴した

次年度RI会長が掲げる「奉仕しようみんなの人生を豊かにするため

に」、次年度ガバナーの目標である「ロータリー奉仕デー」・「1クラブ1

奉仕事業」及び次年度当クラブ会長の「ロータリーの原点を見つめよ

う!」となっています。先の見えない新型コロナウイルスの感染状況の中

ですが、ロータリーの原点である奉仕の理念に基づき、国内及び国外

のプロジェクトについて取り組くみたいと思います。

このような状況の中では、対面式の研修はリスクが多すぎます。奉仕

プロジェクトのオンライン研修は、分かりやすく自分の都合の良い時間

に受講ができ良かったと思います。

特にありません。

801 2021/5/6 14:07 奉仕プロジェクト 視聴した

まだまだコロナの影響が続くと思いますが、新しいロータリークラブ 

活動、事業、例会を考えて行く機会と捉えて行きたいと思います。

今年度は会長として、ラーニングセンター等オンライン研修を受けてい

たので問題なく研修が出来ました。また、ロータリークラブを知るのに 

とても良く、勉強になりました。

792 2021/5/6 13:09 奉仕プロジェクト 視聴した

791 2021/5/6 12:50 奉仕プロジェクト 視聴した

788 2021/5/6 11:06 奉仕プロジェクト 視聴した 職業奉仕に重点を置く。 大変難しかった。 特になし

786 2021/5/6 10:18 奉仕プロジェクト副委員長 視聴した

職業奉仕の企画が、実行できるかが、不安でありますが、委員会で

話し合い最良の方向に進みたいと思います。

オンラインだと聞き辛いので、早く対面できたら良いと思いました。

767 2021/5/5 17:28 奉仕プロジェクト 視聴した

　若い会員が増え、新しい奉仕活動が始まりました。（成人式プロ

ジェクト） 

ロータリクラブの存在が社会に周知できる大きなチャンスだと思っていま

す。 

大変勉強になりました。 特にありません。

762 2021/5/5 12:53 奉仕プロジェクト 視聴した

761 2021/5/5 12:53 奉仕プロジェクト 未回答



760 2021/5/5 12:53 奉仕プロジェクト委員長 視聴した

コロナ禍で対面の例会が行えず、先日久しぶりの対面例会でしたが、

残念ながら仕事の関係で参加出来ませんでした。 

飲食店を経営するものにとっては、まだまだ大変な状況が続きます。 

今年はまだ、我慢の時かもしれません。 

自分の体勢を整え、興味ある事を勉強し、 

会員の方と対面例会ができた時に備えたいと思います。

オンライン研修は時間のある時に研修を受けることができるので、とても

便利だと思います。会員の職業も様々です。コロナ禍でもっと活用して

行くべきだと思います。

758 2021/5/5 12:34 奉仕プロジェクト 視聴した

754 2021/5/5 11:11 社会奉仕委員会委員長 視聴した

次年度は逗子ロータリークラブとして60周年を迎える年度となります。 

例年の奉仕プロジェクトに加え、記念事業を通して地域社会への貢

献を行いたいと思います。

コロナ禍での開催で色々な制限の中の研修プログラムであったと思い

ます。ひとを集めての研修に比べるとリアクションも無くやりにくい中でも

伝えたい内容は伝わったと思います。 

ありがとうございました、。

特にありません。

752 2021/5/5 11:02 職業奉仕委員会委員長 視聴した

コロナ禍の中、どこまで奉仕事業を実施できるかはわかりませんが、で

きる限り、準備したうえで、柔軟に実施していきたいと思います。 

自分のペースで視聴できることには、メリットを感じますが 

地区研修協議会の分科会での、ほかのロータリアンの奉仕事業への

熱といったものは感じられず 

人が集まることをメリットはあると思いました。

737 2021/5/4 8:39 奉仕プロジェクト委員長 視聴した

あらたな環境への取り組みも検討したいと考えています。 My Rotary ラーニングセンターの研修は充実した内容で奉仕活動の

理解が深まりました。

728 2021/5/3 13:59 奉仕プロジェクト 視聴した

横須賀ロータリークラブは次年度、この奉仕の理想を実行するため、 

1万メートルクリーン活動、ポリオ根絶に向けた支援資金の募金活動

を実施いたします。活動を通し地域社会の人々と活動を共にし、地

域社会の方々との絆を育み、共同奉仕の精神や地域の発展、環境

保全などよりよい社会づくりに貢献してまいります。 

今回の分科会に先立ち行われた地区研修・協議会のYouTubeを

利用した全体会議、また、E-ランニングでの分科会等、これからの地

区等委員会の変化が大きく前進した年であったと思いました。

723 2021/5/3 10:43 奉仕プロジェクト 視聴できなかった

奉仕プロジェクト部門の資料を拝見しました。 

次年度に向けて、自クラブの職業奉仕のメイン事業である中学生の

職場体験プログラムをコロナ禍で見直しも余儀なくされることも視野に

入れ、オンライン等での研修になった場合の参考にさせて頂きます。 

特に職業を通じての奉仕、高い倫理基準・道徳水準を持つこと、また

それが五大奉仕それぞれに繋がっていくことを念頭に、プログラム作成・

ロータリー活動をしていこうと思います。

職業柄休日の参加が難しいので、地区の委員は断ることが多かった

のですが、オンラインが充実すると何か役に立てることもあるのではない

かと思いました。

713 2021/5/2 15:04 職業奉仕委員会委員長 視聴した

初めて奉仕部門の委員長となる事になり、私で務まるかとの不安もあ

りますが、頑張りたいと思います。 

本年大和クラブは60周年を迎えるので、過去行ってきた事業の検証

も含め、他の奉仕委員会と共同で奉仕事業を行っていければと考え

ています。

やはり対面が良いと思うが、自由な時間で行えたり、また集中して受

けれたりとオンラインのいい面も感じられました。

わからない事等があれば質問させて頂きたいと思っております。 

一年間よろしくお願い致します。



697 2021/5/1 16:23 奉仕プロジェクト委員長 視聴した

・社会奉仕として2年程前に茅ヶ崎市とともに立ち上げたこども基金に

ついて行政に現状と今後の方向性を確認し子供たちの生活の向上に

向け活動していきたい。 

 

・国際奉仕としてはコロナ禍で計画を実行できなかった支援事業の再

構築を検討していきたい。

時間に縛られないで研修を受けられる点では良いが、リアルでないので

親睦が深められないのが残念です。

696 2021/5/1 16:12 奉仕プロジェクト 未回答

695 2021/5/1 15:31 奉仕プロジェクト 視聴した

686 2021/5/1 10:43 奉仕プロジェクト副委員長 視聴した
新型コロナウイルス感染拡大防止に最大限配慮した上で、最大限の

効果が期待出来る奉仕活動を考え出し、実行する。 

かなり解り難い。 特に無し。

677 2021/4/30 17:19 奉仕プロジェクト 視聴した

ころなかで人との接触が制限されていて 

生の意見が聞けなく　新しいアイデアはまだありません 

会議全体は何回も見返しが出来て会議の内容を確認出来てよかっ

た 

見逃し、聞き逃しがしがなくみれた 

研修会のｐｄｆの文章は字がにじんでいて　とても読みにくいので 

動画と発言を文字起こしをして、テロップで下部に出していただくと 

より理解ができると思います 

いろいろな効果的な社会奉仕をした、他クラブの取り組みを 

地区大会に出て聞きたかったです 

次回はまたゆうちゅぶの開催になるなら 

前年度までの他クラブの効果ある活動の取り組みを具体的に教えてく

ださい

672 2021/4/30 15:37 奉仕プロジェクト 視聴した

次年度職業奉仕委員会は、会員相互の職業の理解を深め、高い

意識で活動をします。

高い倫理基準をもって、活動をしたいと思った。

671 2021/4/30 14:18 奉仕プロジェクト 視聴した 良くまとまっていて、分かり易かった。

653 2021/4/29 19:28 奉仕プロジェクト 視聴した

クラブ全会員による県花ヤマユリの里作り、 

園児等によるサツマイモの収穫を続行する。

何時でも何処でもできるが、大変でした。 特になし

636 2021/4/29 11:27 奉仕プロジェクト総括委員長 視聴した

新会長を支えて奉仕四委員会委員長と共に活動して参ります。 対面方式の1日研修が懐かしく、有り難くかんじました。研修委員会メ

ンバーの御苦労をお察しします。大変疲れました！

ロータリーデーについてもっと情報を頂きたいです。

621 2021/4/28 17:32 国際奉仕プロジェクト 視聴した

チャリティ活動を再開　昨年は中止　。本年度コロナの影響にもよるが 

年度ないに実行できればと計画中である。 

令和元年には　ミヤンマー小学校の屋根の補修、　カンボジアに井戸 

その他　これまでには、中米ﾊｲﾁ地震、スマトラ地震、東北地震では

雄勝小学校に、熊本地震にと支援してきた。本年はコロナで苦慮して

いる地元 

医療支援を計画している。

会員の皆さんとお会いできないのは残念ですが　一つの方法としてオン

ラインの会議は有意義な研修ができると思う　講演内容もよく聞けて

わかりやすい。　当クラブも参集の難しいときのはオンライン例会を実施

している 

 

当クラブはみんなが自分たちのできる範囲で全員で活動しその範囲で 

支援活動を行っている。システムとしては補助金の規定に当てはまら

ない 

ということで、独自に対応している。地域の人たちや他の団体と協力し

て 

行っている。内容は次年度抱負に書いたものだが、規定も大事だが、

活動 

の内容も考えてもらえたらと思う。

620 2021/4/28 17:24 奉仕プロジェクト 視聴した

コロナ過で社会参加の機会が激減してしまった、障害者に対して、従

来以上の社会参加の機会を作り、より多くの共生社会の意識のある

市民を増やしていきたいと思います。

オンラインリソースの存在を初めて知りました。 

とても参考になるコンテンツが多かったので、今後も利用していきたいと

思います。

社会奉仕活動について、メンバーが知っている意見を吸い上げていくに

はどのような場、もしくは活動が適切でしょうか？

611 2021/4/28 13:27 奉仕プロジェクト 視聴した

新型コロナウイルス感染症の影響から抜け出せない状況ですが、でき

ることを考えていきたいと思います。



609 2021/4/28 12:13 奉仕プロジェクト委員会　担当理事 視聴できなかった

奉仕プロジェクト委員会担当理事ですが、次年度は６０周年記念

式典実行員会委員長の役目を仰せつかっておりますので、担当理事

の職務もさることながら、コロナウィルス感染症禍どのように記念事業を

行うか、次年度は大きな課題を抱えております。

昨今は 

日常においてオンラインの会議等、大分慣れてきましたので特段感想

はありません。

特にありません。

607 2021/4/28 11:22 奉仕プロジェクト 視聴した

１クラブ１奉仕事業は、各イベントがコロナにより中止となり、実行が

できませんでした、今年度も地元、さかな祭りに便乗し、ポリオ撲滅に

チャレンジすることを、考えております、詳細は、さかな祭りの実行委員

会等と打ち合わせにより、決定したいと思います。また、当クラブには、

３５年間持続しています、芋ほり例会があります、約３００人の参

加者による大イベントです、近隣の養護学校の生徒,職員，父兄

達、バス３台を連ね、また、市内の、小、中学校の特殊学級の子供

たち,など、１日、畑の土と格闘し、楽しみます。会員もかなり、ロート

ル化してきましたが、楽しい芋ほりを待っている子供たちに、負けず、が

んばります。

地区研修・協議会といえば、地区大会同様、年に２回しか会えない

人たちと、やあ、しばらく、久しぶり、だね、と言って顔を合わせられる場

所なのに、誠に残念ですね、早く、ワクチンを接種して頂き、コロナに打

ち勝ちましょう。次年度は会場で会いましょう。

１９～20・２０～21年度の、ガバナー、地区役員、各委員長、クラ

ブ３役の皆さん、普通の年度の半分しか、活躍の場面がなかったと思

います、このやるせない事情に対し、２年後・３年後同じメンバーデ、

もう１度チャレンジしたらいかがと思います、やり足りない思いがいっぱ

いと思います、いかがでしょうか？

606 2021/4/28 10:17 奉仕プロジェクト 視聴した 五大奉仕を実践し会員拡大につながるよう努力します。 対面研修がベストですが、コロナ禍ですので致し方ございません。 宜しくお願い申し上げます。

599 2021/4/27 18:56 国際奉仕プロジェクト 視聴できなかった

毎年行っている国際奉仕活動はチャリティを通して　地区の人達と一緒に活

動を行っているが、本年コロナが落ち着けば、医療活動の支援を行いたいと考

えている。これまで海外でＮＰＯ法人ＴＭ良薬センターとともにカンボジア、ミ

ヤンマーサイクロン被害、そして石巻雄勝小学校への支援インドスマトラ地震、

平成最後はミヤンマー小学校の屋根工事支援と西ロータリー独自にて活動し

てきました。

昨年よりコロナによりチャリティ活動もできず、本年こそはと考え、コロナにより、

苦慮いている、市の医療支援を行うことを考えています。

時代に応じたそれなりの方法ではないかと思うます。 

例会も半分くらいはラインを利用することで、まったく何もできないこと 

より、仲間意識は高まるのではと思います。

私たちは自分たちでできる活動を毎年行い、仲間意識も高まり、地域の人た

ちの協力もいただき、かつＮＰＯ団体などいくつかの組織と協力も生まれ、ロー

タリーの広報にもつながっていると思っております。

しかし、それではロータリーの補助金の規定には当てはまらず。あくまでも自分た

ちの活動としてできることを毎年積み重ねています。

本来活動の内容を確認して意義あるものならば規定にこだわらず、活動支援

のできる組織であってほしいとおもいます。

595 2021/4/27 17:26 国際奉仕プロジェクト 未回答

593 2021/4/27 15:39 奉仕プロジェクト 視聴した 頑張ります ありがとうございました よろしくお願いします

589 2021/4/27 15:23 奉仕プロジェクト 視聴した

昨年度に引き続き、コロナ禍で活動が制限される年度になるかとは思

いますが、その中でもできる限りクラブ内及び地域社会の人々に、それ

ぞれの職業や活動を通して奉仕できることを考え、行動していきたい。

自身の可能な時間に、ゆっくり落ち着いて研修内容が視聴できたのは

良かったです。

588 2021/4/27 15:19 奉仕プロジェクト担当理事 視聴した

秦野ＲＣでは、上智短大のサービスラーニングへの補助、手をつなぐ

育成会とのクリスマス会、ボーイスカウトへの補助と交流等の奉仕活動

をしています。しかし、ボーイスカウトはともかく、他の組織とのお付き合

いは相互的ではありません。他組織とのもっと密な関係構築が、ＲＣ

の奉仕活動の充実、さらにＲＣの認知、増強に寄与すると思います。

このようなことを踏まえて、活動していきたいと考えています

文字が小さく見づらいなどの不具合はありましたが、自宅でリラックスし

て、ガバナー等の演説を、身近に見聞き出来たことは、とてもよかったと

思います。これからも、毎月、いや三ヶ月に一度でも、ガバナーの姿と

言葉を、ユーチューブで見聞きできたら、2780地区ロータリー会員の

一体感が、なお一層深まると思います。。

奉仕活動とは直接の関係はないと思いまが、ロータリー地域社会共

同隊の2780地区の活動事例をお教え願いたいと思います。特に、

RC退会者のRCCへの関与例があれば、是非お知らせ下さい。よろし

くお願いします。

574 2021/4/27 10:19 奉仕プロジェクト 視聴した クラブの担当委員長から送信できないとのことでテストでの送信です。 クラブの担当委員長から送信できないとのことでテストでの送信です。

573 2021/4/27 10:10 奉仕プロジェクト常任委員長 視聴した

担当する委員会～職業奉仕委員会・社会奉仕委員会・新世代奉

仕委員会・国際奉仕委員会・ロータリー財団委員会・米山記念奨

学委員会～の情報共有と連携に注力し、ロータリーの奉仕を一体的

に実践してまいります。

561 2021/4/26 17:22 奉仕プロジェクト 未回答



559 2021/4/26 14:51 国際姉妹委員長仕プロジェクト 視聴した

PCにて動画視聴マイロータリーからランニングセンターにての研修はロスが多かっ

た。

パソコン操作の不手際もありましたが視聴終了後仕事を終えて再開したら再

度トライになったり、ランニングセンターに接続不良がつづき気力がおちたり、お

なじパワポで時間ロスがおおかった。

549 2021/4/26 10:49 奉仕プロジェクト　国際奉仕・世界社会奉仕視聴した わかりやすかった

537 2021/4/25 22:01 社会奉仕委員長 視聴した

このような状況下で地域社会への生活している方へどのような形で奉

仕事業を行うべきか、なかなか判断が出来ないかと思いますが、会長

幹事と相談しながら少しでも役立てるように頑張りたいと思います。

今後はこのような形が主流になると思いますので、わざわざどこかに集

まったりしなくていいのでメリットも大きいなと感じました。 

私は感じませんでしたが、オンライン研修中に音声がと注文があったり

しましたので改善することもあるかと思います。

525 2021/4/25 17:06 奉仕プロジェクト委員会　担当理事 視聴した

2021-22年度、奉仕プロジェクト委員会担当理事を拝命するにあた

り、地区研修・協議会で学んだことを重視し、職業奉仕、社会奉仕、

国際・青少年奉仕の各部門において成果を得られるよう努力いたし

ます。 

 

当クラブが計画しております奉仕プロジェクトにおきましては、コロナ禍が

収束する見込みが立たない現状を踏まえ、まず開催の可能性を細心

にみきわめ、十二分に感染予防に努めてまいる所存です。 

 

ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

コロナ禍においてはやむをえざる研修の様式であり、研修委員会、関

係者各位のご苦労、ご苦心がしのばれます。 

 

おかげさまで奉仕プロジェクトの意義、留意点が簡潔かつ明快に理解

でき、感謝いたしております。 

開催日時にかかわらず参加できましたことも、たいへんありがたく存じて

おります。 

 

ただ、他クラブの皆さまと顔を合わせ、意見を交換し、悩みを打ち明け

あう機会がなかったのは、やはり残念です。 

 

コロナ禍が収束し、以前のような地区研修・協議会が開催されますこ

とを切に祈っております。 

 

 

522 2021/4/25 15:52 奉仕プロジェクト総括委員長 視聴した

会長を支えて奉仕各委員会を支援して参ります。よろしくお願いしま

す。

対面での1日研修が懐かしくもあり　有り難さを痛感しました。研修委

員会の皆様のご苦労に感謝いたします。

509 2021/4/24 16:39 奉仕プロジェクト 視聴した

「できる奉仕は何か？」を問われる日々が続くと予想される中、クラブ

会長の意見や目標に合わせ、また社会の状況を鑑みて、必要とされ

る奉仕をよく検討し、小さな実践でも善しとして、奉仕活動を実践で

きるよう取り組んでまいりたいと考えております。

以外に楽しく受講できたことに驚いております。 

時間制限があるわけではないのに、なぜか「早く、早く」と急かす自分が

いました。多岐にわたる内容でしたが読みやすく理解しやすかったで

す。 

ありがとうございました。

508 2021/4/24 16:13 奉仕プロジェクト 視聴した 会長の意向に合わせて奉仕プロジェクトを行います。 わかりやすかった 特にありません。

497 2021/4/24 12:33 奉仕プロジェクト 視聴した

社会人として経験・体験を伝える奉仕活動を行う。 

 

コロナ禍の中で、 

都度臨機応変に職業奉仕活動を行っていきたい。 

 

感謝をそえて。 

中島信義

e-ラーニング研修の種類が多く、 

どの項目をどの順番に視聴学習すれば良いのか 

解り易いと幸いです。 

 

感謝を添えて。 

中島信義

国際RCの7つの活動分野を意識しながら、 

地域社会の人々と共に自らの豊かな時間となる 

奉仕活動を実践するという方針に沿って、 

職業奉仕を行えたら幸いです。 

 

感謝を添えて 

中島信義

477 2021/4/23 19:34 奉仕プロジェクト 視聴した

476 2021/4/23 19:13 奉仕プロジェクト 視聴した

当クラブでは、これまで海外での支援事業に力を入れてきた。海外に

渡航できない環境にあるが、国内の外国籍住民への支援を検討する

等、国際奉仕事業を実行したい。

受講時間を自身で設定できるので便利である。しかし、対面なら伝わ

ることが100％伝わっていないように感じる。分科会も動画配信してい

ただけると良い。



471 2021/4/23 16:24 奉仕プロジェクト 視聴した

コロナ禍でどのような社会奉仕が出来るか考えながら、実行できる社

会奉仕を実施した。

もう少し具体的な話をしてほしかった。 特になし。

468 2021/4/23 15:00 奉仕プロジェクト 視聴した

467 2021/4/23 14:46 奉仕プロジェクト委員長 視聴した

・継続事業として長年行ってきた茅ヶ崎商工会議所　優良産業人表彰、茅ヶ

崎駅南口花壇の年２回の植栽事業、茅ヶ崎市でのイベントでの清掃事業の

引き続きの継続。 

・今年度は、保健所への寄贈や行政への寄贈など、実際に何かを行う奉仕が

難しい中で、地域で課題とされていることを調べて寄贈を行った。次年度はどの

ような状況になるのかわからないが、いざ人が集まり、事業ができる際には、多く

の参加者を巻き込みながら、しっかりと活動を発信して、クラブの活性化につな

げたい。フィリピンのクラブとの国際奉仕、地域の青少年向け事業など、ここ近

年は地区の補助金も獲得した事業を実施するなど、少しづつ若手会員が活

躍しながら大きな奉仕事業も行ってきた。これから新しい人材を育てるととも

に、新たな会員を増やすことにつなげられるような奉仕事業を行いたい。奉仕

事業は会員のモチベーションであると思う。充実した奉仕は、ロータリー活動の

充実であるとも言え、会員が高いモチベーションをもって活動できるような奉仕

事業の実践を積極的に行いたいと思います。 

・クラブ公共イメージ委員会との連携。ロータリークラブ以外の連携パートナーの

関係づくりなど、奉仕委員会がフック役となって、クラブ内、対外との関係構築

にも努めたい。 

・これまでリアルで開催されていた地区協議会とは違い、オンラインで

あったことでポータルサイトがオープンし、かつ、そのポータルサイトでほか

の委員会に関しての勉強もできるのは本当にありがたい。 

・ポータルサイトから様々な資料のダウンロードができることで、クラブの

卓話や例会でも参照でき、非常に有益。 

・オンラインであっても、十分基調講演などお話は聞くことができ、リアル

開催とそん色なく学べたと思います。 

・中止ではなく（中止というわけにはいかないのだとは思いますが）、

やれる方法で開催をいただいたことに感謝をいたします。


