
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

湯河原ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

例会 第 2835 回 

2021 年 5 月 28 日(金)    天気：晴れ 

会 長 山本明峰 

 幹 事 佐藤友彦 

 

事務所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566 湯河原温泉観光協会内 

TEL 0465(64)1234  FAX 0465(63)1716 

TEL 0465(20)3900  FAX 0465(63)4033 

例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

会長挨拶 

梅雨入り前の好時節でありまして、この頃は毎日晩酌をして

遅くとも９時には寝てしまいます。問題は大抵その日のうちに目

が覚めてしまうことで、翌朝、空が白々としてくる 4 時ぐらいまで

は無理にでも目を瞑って、時間をやり過ごさなければなりませ

ん。少しは眠れたとしても夢ばかり見る浅い眠りです。毎晩、映

画を観るようなものだと考えれば、まあ楽しみと言えないこともあ

りませんが、同じ様な夢ばかりを見るので困ったものです。残り時

間が僅かなのに全く手付かずでいる試験中の夢であるとか、大

勢で旅行した帰り道、一人、また一人と去ってゆき最後は一人

で長い家路を辿っているとか。なんだか「日暮れなんとするも、道

未だ遠し」と言った夢ばかりで、覚めても身につまされてやりきれ

ない様な思いになります。吉原幸子の詩ではありませんが、近ご

ろ飛ぶ夢をしばらく見ませんね。 

幹事報告 
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出
席
報
告 

ゲスト 0 名 ビジター 1 名 会員 25 名 

欠席 8 名(免除者 1 名) 前回の修正出席率 79.17% 

出席率 70.83％ 前々回の修正出席率 75.00% 

事前メークアップ 0 名  

 

 

スマイル BOX 5/28～31 

合掌：奉仕の理想  

佐東丈介君 
昨日、インターネットによるコロナワクチンの予約が夫婦とれました。 
高杉尚男君 
湯河原町内で新築住宅を４棟施工させて頂いており、まさに職
業奉仕に邁進中です。 
室伏学君 
5 月 26 日発行の東京新聞朝刊「山崎まゆみのバリアフリーでい
こう」でご紹介いただきました。 
室伏学君 
5 月 24 日、湯河原町防火安全対策協会の総会を開催し、地
方紙でご紹介いただきました。 
室伏学君･石田浩二君 
5 月 25 日、湯河原温泉旅館協同組合の通常総会を開催しま
した。 
小倉高代君 
先週小田原箱根商工会議所より依頼受け「一時支援金」のお
手伝いをさせていただきました。 
小倉高代君 
熱海市役所生涯学習課にご依頼を受けスマホ講座を開催して
まいります。 

幹事報告 なし 
連絡事項  
１．６月の例会は４日、１１日、１８日、２５日の通常
例会です。 

例会場：ゆがわら万葉荘 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥 3-6 

2021-22 会長 室伏 学君 
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会長エレクト  室伏 学 

「次年度（2021～22 年度）について」 

 

いよいよ 7 月から 2021-22 年度が始まります。何

分不慣れなもので、行き届かない点が多いかと思いま

すが、ご容赦の上、ご協力くださいますよう、お願い申

し上げます。 

感染拡大の状況によっては変更になるかも知れません

が、現時点でのスケジュールをお知らせいたします。 

7 月 16 日 ガバナー補佐訪問 

第 9 グループの次年度ガバナー補佐は小田原ロータリ

ークラブの「木村隆也」さんです。職業分類は「繊維事

業」で、「有限会社アリスマリアン」という会社で、ダ

イナシティウエストモールで子供服中心のセレクトシ

ョップを経営なさっています。 

7 月 30 日 ガバナー公式訪問 

8 月 21 日 フューチャービジョンセミナー 

まだ調整中のようですが、私たちクラブ会長だけでな

く、入会 3 年以内の新会員や女性会員にもお声が掛か

ることになりそうですので、該当する方は予定を空け

ておいていただけましたら幸いです。 

9 月 25 日から 10 月 24 日までが「イメージ向上・会

員増強月間」で、初日の 9 月 25 日には米山研修旅行

として、米山記念館や御殿場地ビールでの BBQ などが

企画されているようです。 

こちらも詳細がわかり次第、ご案内いたします。 

10 月 24 日は「世界ポリオデー」です。第 9 グループ

のポリオデー行事は 10 月 24 日当日ではなく、9 月か

10 月の別の日程になるかと思います。第一部は「ポリ

オ撲滅募金活動」です。日程は未定ですが、午前中に

「湯河原駅」でも実施を要請されそうですので、その際

にはご協力をお願いいたします。同じ日の午後には第

二部として、「ポリオ、コロナ撲滅祈願祭」が計画され

ています。開催場所はガバナーエレクトの希望により

「箱根神社」になりそうです。 

2022 年になり 1 月 26 日は、第 9 グループの「ロータ

リー奉仕デー」です。従来の「IM」に代わるものです。

手続要覧からは 1998 年時点で「IM」という用語が抹

消されており、RI の推奨する活動ではなくなっている

のだそうで、第 2780 地区でも「IM」という名の行事

は廃止するそうです。 

 第 9 グループにおける従来の「IM」は、午後に講演

会等を開催し、その後の懇親会をメインとし、ついでに

午前中に募金活動等を行うという流れでした。今回か

らの「ロータリー奉仕デー」はとりあえず、メインとサ

ブを逆転させるものとお考えください。 

小田原北ロータリークラブのホストで、午前中の第一

部で何らかの奉仕活動を実施します。そして、これとは

別に 16 時頃から「ロータリー奉仕デーお疲れさま会」

の位置づけで、講演会や懇親会が計画されています。講

演会の講師の方も既に内定しており、「合田雅吏（ごう

だ まさし）」さんという俳優の方です。神奈川県立小田

原高等学校の卒業生で、2019 年公開の映画「二宮金次

郎」で二宮尊徳の半生を演じた方だそうです。 

クラブ協議会③ 
3 月 20 日と 21 日が地区大会です。20 日は会長・

幹事や一部の方のみが対象となるかと思いますが、

会場は「鎌倉パークホテル」、21 日が地区大会のメ

インで「藤沢市民文化会館」の予定です。 

同じ週になってしまいますが、3 月 25 日は当クラ

ブの「創立 60 周年記念式典」を「ニューウェルシ

ティ湯河原」で盛大に開催する予定ですので、皆様

ご予承知置きください。実行委員長は髙杉尚男会員

にお願いしております。感染拡大状況次第にはなり

ますが、絶滅危惧種の湯河原芸妓も交えて、にぎや

かに開催できることを願っております。 

6 月 4 日から 8 日には、ヒューストンでの国際大会

が予定されています。ご都合の付く方は是非ともお

出かけください。 

まだまだ不確定要素の多い次年度です。どのような

ことになっても、格別のご配慮とご協力をお願い申

し上げます。 

 

次年度クラブ管理運営委員会担当理事 伊藤 伸之 

 この委員会は湯河原クラブの会員がいかにして有

益なロータリーライフをエンジョイ出来るかをバッ

クアップするための委員会であると考えています。

そしてそれが退会防止と新入会員増加に繋がってい

くと思います。 

 管理運営委員会にはロータリー情報、クラブ会

報、出席、スマイル、プログラム、雑誌、親睦の 7

つの委員会から構成されています。それぞれの委員

会活動については次年度委員会活動計画書に記載さ

れますので、目を通されご協力されることをお願い

申し上げます。 

 

次年度奉仕プロジェクト委員会 髙杉 尚男 

 湯河原クラブでは人数の関係もあり、五大奉仕で

はなく四大奉仕としていますが、その調整役を果た

すのがこの委員会の位置づけです。その奉仕理念は

公式標語の決議 23-34 として明文化されていますの

で、引用します。 

 「“Service above self”『超我の奉仕』 “One 

profits most who serves best”『最もよく奉仕す

る者、最も多く報いられる』 ・・・『超我の奉仕』

は、『他人のことを思いやり、他人のために尽くすこ

と』と定義されている社会奉仕、国際奉仕を含む人

道的奉仕活動の理念です。『最もよく奉仕する者、最

も多く報いられる』は、ロータリー運動の本質とも

いうべき職業奉仕の理念です。ロータリーが他の奉

仕団体と大きく異なる点は職業奉仕です。」 

特に職業奉仕については、ロータリーの奉仕活動に

おいて重要な理念ではないでしょうか。詳しいこと

は追って決めて参ります。皆様よろしくお願い申し

上げます。 

 

次年度幹事 望月 博文 

 幹事は 2 回目となります。今回もできる限り、ご

迷惑をかけないようにやらせていただきたいと思い

ます。特に 60 周年記念式典は大きなものとなりま

すので、皆様ご協力のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

 


