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2021年９月３日（金） 第２８４５回例会 形式：対面 天候：はれ 合唱：君が代、それでこそロータリー、四つのテスト 

会 長 室伏 学  幹 事 望月博文 

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 

例会場：ニューウェルシティ湯河原 例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

前回の 8月 6日から 4週間振りの

例会開催となりました。皆様、お久し振

りでございます。 

ご承知の通り、東京都や神奈川県

の緊急事態宣言、静岡県の緊急事態

措置が 9月 12日まで設定されており

ます。外出の自粛が要請されておりま

すので、当クラブの例会も神奈川県の緊急事態宣言および静

岡県の緊急事態措置の両方が解除されるまでは基本的に休

会といたします。現時点では来週 9月 10日のみ休会ですが、

仮に宣言や措置が延長になれば例会の休会も延長いたしま

す。流動的ではありますが、ご理解くださいますよう、お願いい

たします。仮に順次延長となっても、10月 1日も含めて、月初

めの理事会と例会は開催しようと考えております。同居家族

以外との多人数での飲食も行わないように、とのことなので、

本日の会食も取り止めとし、お弁当をお配りいたしますので、

お持ち帰りください。仮に延長になった場合には、10 月以降も

月初の例会は同様の対応にする予定です。 

8 月 21 日に第 2780 地区「米山奨学セミナー」が開催さ

れ、ZOOM でオンライン出席しました。また、8 月 23 日には

会長幹事会がオンラインの ZOOM で開催されました。9 月

12日の海岸清掃は中止だそうです。9月 25日に予定されて

いた米山日帰り旅行会も 11月 27日に延期となり、出席対象

者は米山奨学生と米山学友生に限定となりました。 

10月 9日の第 9グループ「世界ポリオデー」は現時点では

実施予定です。第一部（午前）の湯河原駅前でのポリオ根絶

募金活動も、既に湯河原町役場まちづくり課に申請して許可

を得ております。募金活動は 7 名以上での実施が目安とのこ

とですので、会長の私、望月幹事、渡辺副会長、ミンフィさん、

米山奨学委員会・青木委員長、カウンセラーの神谷会員、小

倉会員の他に、入会 5 年以内の方にお声掛けしております。

また、第二部（午後）の箱根神社での祈願祭は各クラブ 5 名

に絞り、別に米山奨学生も、とのことです。会長、幹事、副会長、

青木委員長、神谷会員とミンフィさんで参加しようと思ってお

ります。「世界ポリオデーIN2780」の目玉として、「バスジャッ

クプロジェクト」があります。京浜急行バス、神奈川中央交通、

伊豆箱根バス、伊豆箱根鉄道大雄山線、箱根登山バス、箱根

登山電車で、中吊広告、中吊りポスターやラッピングバスの準

備が進んでいます。どうぞお楽しみになさってください。 

今年度の国際大会は米国テキサス州のヒューストンで予定

されています。第 2780 地区の目標登録人数は 80 名だそう

です。登録料は支払日によって順次高くなるそうなので、ご参

加なさる方はお早めにお申し込みください。 

先月お伝えした通り、今年度の「委員会活動計画書・報告

書」について、誤記や記載漏れを訂正して再印刷いたしました。

印刷費用が余計に掛かってしまいましたこと、お詫び申し上げ

ます。 

新入会予定の「葉 維英」さんについて、会員の皆様からご

異議はありませんでした。この状況下でのご入会は適切と思

えないので、もう少し落ち着いて、せめて会食の例会が開催

出来るようになってから、ご入会いただこうと考えております。 

 

 

出席報告 

 

会員 2４ 名 出席率 １００．０ ％ 

欠席 ２ 名 前回の修正出席率 76.19 ％ 

（免除者  ２ 名） 前々回の修正出席率 95.65 ％ 

ゲスト ０ 名 事前メークアップ ０ 名 

ビジター ０ 名    

 

幹事報告 なし 

 

連絡事項 次週は緊急事態発出中のため休会といたします。

１７日からは状況を踏まえて開催の可否の決定をいたします。 

 

およろこび 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （編集 ９月会報担当：櫻井武志／クラブ会報委員会） 

会長挨拶 
 

室伏 学 

国際ロータリー 第 2780地区 

湯河原ロータリークラブ 週報 

会員誕生日 ご夫人誕生日 

深澤昌光君 9/1 常盤孝司君 

（富美子様:8/23） 
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スマイル Box 8/7～9/9 

 

入会記念日 櫻井武志君（４年・Ｈ２９／７／７） 

入会記念日 石田浩二君（１０年・Ｈ２３／９／２） 

入会記念日 神谷一博君（１５年・Ｈ１８／７／７） 

高杉尚男君 

６月１５日に新たな法律として賃貸住宅観業法が施行され、私

の会社が全国で８６番目の登録業者となりました。 

小倉高代君 

このたび、東京都渋谷区にバーチャルオフィスをかまえ「株式

会社 Japan ICT Solutions」を設立し、８万人の会員数の

「東京商工会議所」に入会します。都内と湯河原の２拠点生活、

移住者などのパイプを作ります。みなさま宜しくお願いします。 

 

 

湯河原 RC創立６０周年記念式典 実行委員会報告 

実行委員長 髙杉尚男君 

 

 湯河原ロータリークラブ創立６０周年記念式典・祝宴・記念

事業の組織図についてお配りしましたのでご確認ください（編

集注：本ページ下部に、配付資料内容を元とした、メンバーと

主な役割を記載した表を掲載しています）。 

 

・開催可否について 

 当面はコロナ禍の情勢をみながら、年末くらいにはある程度

の方向性を出そうと考えています。一例として１月の賀詞交

換会の開催可否などが目安になろうかと思います。会場のキ

ャンセル料がかかるタイミングなども見据えながら、ギリギリま

で開催を前提で準備していきます。 

 

・記念事業について 

 ５０周年の際はモニュメントを作成しましたが、６０周年の記

念事業については、委員長はじめ皆様で知恵を出し合って決

めていこうと思います。湯河原ＲＣの伝統としては植栽（植樹）

が多いですが、令和にもなりましたので、地域に残るものがあ

ればと考えています。 

 

・記念誌について 

 記念誌を作らず、ＤＶＤなどでの発行も考えられるかと思い

ます。予算に応じて柔軟に検討してください。 

 

 今回はコロナ禍もあり、まだ具体化していない部分が多い状

況ですが、こういった大きなイベントは一人の力ではできませ

ん。皆様のチームワークによって実現するものだと思っていま

すので、「オールユガワラ」の結束のもと、ご協力のほどどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

湯河原ロータリークラブ創立６０周年記念式典・祝宴・記念事業組織図（案） 

会長 室伏 学 

実行委員長 高杉 尚男 

副実行委員長 望月 博文 

部門別委員会 

委員会名 ◎ 委員長 副委員長 委員 事前準備 当日担当 

総務 佐藤 友彦 青木 義美 杉山 茂久 

西山 敦 

石川 博 

土屋 一弘 

深澤 昌光 

石川 浩子 

伊藤 伸之 

神谷 一博 

常盤 孝司 

小倉 高代 

渉外 

救護 

招待 

登録・受付 

案内 

・駐車場 

・館内 

（接待や救護） 

 

会計 高知尾 朝行 常盤 孝司  予算案作成  

記念事業 渡辺 久恭 平間 章弘  事業内容検討  

式典 伊藤 伸之 神谷 一博  プログラム 

（式典・祝宴） 

司会・進行 

祝宴 石田 浩二 苅谷 和彦 丸塚 順子 アトラクション 司会・進行 

会場設営 佐東 丈介 櫻井 武志 青木 義美 式典、招待、展示

ブース 

 

記録 安江 仁孝 小倉 高代  記念誌 当日記録 


