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第 2725回例会 

第 2780 地区 第９グループ 

湯河原 

会長 石田 浩二 
幹事 小倉 高代 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 

湯河原町宮上 566  
湯河原町温泉観光協会内 

例会場 静岡県熱海市泉 107 
ニューウェルシティ湯河原 

例会日 毎週金曜日 12:30～13:30 

ロータリークラブ 

四つのテスト 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

国際ロータリー2018-19 

RI 会長 バリー・ラシン 

第 2780 地区 

ガバナー 脇 洋一郎 

12 月【疾病予防と治療月間】 

例会 第 2745 回 

1.開会点鐘 
2.ロータリーソング 
3.ビジター紹介 
5.会食 
6.会長挨拶 
7.幹事報告 
8.出席報告 
9.スマイルＢＯＸ 
 

例会の予定 

会長挨拶 
先日は、忘年会に参加して下さり、お疲れ様でした。

有難うございました。 

南谷さんも加わり、楽しいひとときを過ごさせて頂きました。 

忘年会とはその字のとおり、今年 1 年の嫌なことや苦しかったことを忘れて、 

新しい気持ちで新年を迎えよう！ 

という趣旨の、飲み会や食事会のことだそうです。 

忘年会の由来についてはハッキリと特定はされていませんが、遡ること鎌倉時代。 

貴族などの上流階級の人たちが集い、一晩中和歌を詠んだと言われる「としわすれ」と

いう行事が忘年会の起源だと言われています。 

現在の忘年会のような飲み会ではなく、もっと静かで厳かな年中行事だったようです

ね。今年もあと 24 日。 私も年末にかけて、飲む事が増え 

ますので、体調管理には十分気をつけて行きたいと思います。 

出
席
報
告 

ゲスト ０名 ビジター ０名 会員２５名 

欠席  ５名（免除者１名） 前回の修正出席率 ９２．００％ 

出席率 ８３．３３％ 前々回の修正出席率 ７８．２６％ 

事前メークアップ ０名 

幹事報告 
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10.卓話：神谷一博君 
11.閉会点鐘 

平成30年12月7日(金) 

天候 曇り 

合唱 君が代 

ロータリー 

それでこそ 

ロータリー 

 

インスピレーションになろう 

・12 月 14 日(金) 
  卓話：湯河原町長 

冨田幸宏様 
 
・12 月 21 日(金) 
  卓話：西山 敦君 
 
・12 月 28 日(金) 
  休 会 
・1 月 4 日(金) 
  休 会 

＜ガバナーより＞ 

1．2019 年７月１日～2020 年６月３０日までの間に予定されている行事、例えば

創立記念行事、ＩＭ開催等、ご予定を下記にご記入いただき、12 月 20 日（木）

までにガバナー事務所迄お知らせ下さい。 

2．2019-20 年度実施プロジェクト向け「第 2 回地区補助金説明会」のご案内 

 日時：２０１９年１月２６日（土）１３時～ 

 場所：第一相澤ﾋﾞﾙ３階「会議室」 

 回答期限：１月１８日（金） 

3．2021－2022 年度地区ガバナー・ノミニー候補者告知の件 

 当地区指名委員会は１２月３日に委員会を開催し、2021－2022 年度地区ガバナ

ー・ノミニー候補者として、田島透君（ふじさわ湘南ＲＣ）を指名し、委員会より

ガバナーに報告がありました。つきましては、対抗候補者があります場合は、１２

月１８日（火）正午までにクラブ例会で採択された決議をガバナー宛提出して下さ

い。 

＜連絡事項＞ 

1．１２月２８日の例会は理事会の決議により特別休会となります。 

2．次週は、冨田湯河原町長の卓話となります。 

四つのテスト 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

幹事報告 
１.ロータリークラブ  創立者：ポールハリス 

今年度国際ロータリー2018-19 年度会長：バリー・ラシン（イースト ナッソウ RC） 

「インスピレーションになろう」：最近のロータリーインターナショナルの標語 「世界を変える行動人」 

 ロータリーとは：自分を磨き人を育て、時には慈善行為、ボランティア活動などを行う世界的な団体です。 

 ロータリーの目的とは：それぞれの会員の企業活動の根本に奉仕理念をおいて、それを磨き上げることです。 

ロータリーの奉仕理念とは：他への思いやりの心、助け合いの心、他人のお役に立つ行いをしようとする心です。 

  1905 年（明治 38 年）シカゴで最初のクラブが誕生 

 ポールハリスの友人 3 人とでシカゴロータリークラブをスタート 

 それから 113 年、200 以上の国と地域で 34 ゾーン、33.000 クラブ、120 万人の会員になる。 
 

2.他の奉仕団体  創始者：メルビン・ジョーンズ 

ライオンズクラブ国際協会：集団のチームワークで行動する友好団体 

1917 年シカゴで設立、現在 47.390 クラブ 143 万人 

  1952 年東京ライオンズクラブ設立、現在 3.056 クラブ 11.7 万人 

国際ソロプチミスト （ラテン語；女性にとって最高なもの）：「人権と女性の地位を高める」奉仕活動を行う。 

1921 年（大正 10 年）カリフォルニア州オークランドにて設立、 

 現在 128 ヵ国 3.000 のクラブ 95.000 人を擁している。 

国際キワニス：「子供たちのために」をモットーとする 

 1915 年（大正 4 年）ミシガン州デトロイトで設立 キワニス；一緒に集まるという意味 

  世界では 96 ヵ国約 8.000 クラブ、現在会員数、成人 28 万人子供 32 万人 

  1964 年（昭和 39 年）東京キワニスクラブ設立、現在 29 クラブ 1.700 人 

公益社団法人日本青年会議所 ( JC )：Junior Chamber International Japan  

 1951 年（昭和 26 年）設立 会員数 32.396 名 世界 20 万人 

その他国際赤十字・ユニセフ（国際連合児童基金）・各種 NPO 
 

3.日本のロータリークラブ 

1920 年（大正 9 年）米山梅吉等が東京ロータリークラブを設立 

 現在 340 名、例会場：帝国ホテル／ポールハリス 1868-1947（79 歳)／米山梅吉 1868-1946（78 歳） 

日本は第 1～第 3 ゾーン、34 地区、2.259 クラブ、89.525 人（2018/9 現在） 

第 2780 地区 68 クラブ、2.444 人(女性 275 人)2018-19 年度第 2780 地区ガバナー 脇洋一郎（ 茅ヶ崎湘南 RC ） 
 

４.女性会員の件 

 公的な側面を備えた組織であるとの指摘により（約 30 年前）1989 年. 

平成元年(昭和 64 年)に RI（ロータリーインターナショナル）定款に変更が加えられ「男性に限る」の規定を削除

した。 

 現在女性会員の比率 第 2780 地区；275/2444 11％  湯河原 RC2/25 8％ 
 

5.湯河原ロータリークラブ 

 1962 年設立（昭和 37 年） スポンサークラブ（親クラブ）小田原 RC 

  設立当初 24 名 ピーク時 43 名（‘92-‘94 年） 

  初代会長:天野弘之 氏（当時.天野屋オーナー） 

  創立 55 周年記念式典 2017 年 3 月 24 日 

  2018-19 年度 現会長:石田浩二 幹事:小倉高代 

卓話：神谷 一博君 

スマイル BOX 

新会員向けの話 

・結婚記念日 佐藤友彦君（１１／２５） 

・結婚記念日 高知尾朝行君（１２／７） 

・ご夫人誕生日 佐藤友彦君（ゆめ様・１１/２４） 

・苅谷和彦君 この度はロータリークラブ忘年会ご利用あり 

がとうございました。 

・室伏学君 有志による忘年会で写真を取り損ねました。 
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